
○議長（山口 一成君）   ただいまの出席議員は１５名であります。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 １５番、門脇助雄君。 

 

○１５番（門脇 助雄君）   先般お亡くなりになりました山田真澄さんに、ご冥福をお祈り

申し上げたいと思います。 

 山田さんとの思い出は数々あって尽きないのですが、実は１０月２６日の夜、福祉センタ

ーで行われました四日市水道協力金の説明会の会場でお話をさせていただきましたのが

最後になりました。どうぞごゆっくりお休みをいただきたいと思います。 

 本定例会で同僚議員から四日市水道局の協力金問題、あるいは行政当局から水道水

源の保護条例の取り組みなどについて、るる説明があり、いろいろな角度から質問もされ

ました。むしろ遅過ぎた感じがします。しかし、今となっては総力を挙げて取り組んでいた

だくよう、要望をいたしたいと思います。 

 

 昨年、平成２０年１０月３０日でございますが、東員町議会は国道４２１号線の石榑トンネ

ル、長さは４，１５７メートルの構内で現地調査を行い、国土交通省、あるいは現場工事担

当者から説明を受けました。政権交代で国家財政の大変厳しい中で地方に必要な、地方

になくてはならない道路として、平成２３年完成を目指して急ピッチで工事が進んでおりま

す。三重県の太平洋と裏日本の滋賀県を結ぶ西の玄関口として、これから交通や物流に

大きな変化が起きます。そこで本町の場合、北の国道４２１号線、南の南部農免道路は今

以上の交通量の増加は目に見えております。 

 そこで道路拡幅、交差点改良、あるいは歩道整備など、早期に東員町も取り組んでいた

だきたい。そしてそれらの進捗状況は現在どうなっておるのか。さらにトンネルが完成いた

しますと、裏日本とのいろいろな面で交流が盛んになります。企業誘致、あるいは商業の

活性化などについて、町長の答弁をいただきたいと思います。 

 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

 

○町長（佐藤 均君）   門脇議員の石榑トンネル完成に合わせた町内道路整備・企業

誘致などについてのご質問にお答えをします。 

国道４２１号石榑峠道路は、交通難所のさまざまな課題を解決するため、平成１５年に

事業着手され、早期開通に向けて現在事業が進められております。 

本町においては、国道４２１号では平成２０年度から、笹尾東進入口交差点から笹尾西

進入口交差点の区間の歩道整備事業に着手しており、早期完成に向けて、引き続き事業

主体である県に、事業が促進されるよう要望を行っております。 



 

また、主要地方道菰野東員線と町道長深東西線の交差点付近の道路拡幅及び歩道整

備は平成２２年３月末の完成予定で、町道長深東西線の歩道整備は、主要地方道菰野

東員線から町道南大社長深線交差点までの区間について、地元自治会からも要望があ

り、現在整備を行っております。 

いろいろ路線名等で述べておりますけど、旧大長駅から東員町の南大社を向いて来る

のが主要地方道の菰野東員線ということでございます。そんなことで旧大長駅から大安、

東員へ入ってくる昔の農免道路というんですか、そこまでを今現在、歩道を設置していた

だいておるということでございますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 

国道４２１号石榑峠道路の開通後は、三重県と滋賀県との地域間交流及び地域の活性

化が期待されることから、新たな産業の立地、工業及び観光などの振興に努めるための

整備を検討してまいりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

 

○議長（山口 一成君）   門脇助雄君。 

 

○１５番（門脇 助雄君）   １０月下旬に私たちは新潟県へ研修に行きました。ほんの一

例ですが、新潟県は新潟港を中心に貿易港として、経済・農業・観光・商業など、とても元

気があり、活気がある新潟市でありました。 

 そして今定例会、多くの議員から農業問題もお話に出ました。新潟県はロシアの方へ農

家のつくったチューリップの球根を輸出しております。そのようにして、裏日本、特に日本

海に面している新潟県を中心にして、想像以上に発展をしております。そしてロシアや中

国、韓国から多くの観光客が新潟港へ船でやってきて、新潟県で泊まっておられます。ま

さに新潟港は国際化しております。その新潟県では、さまざまな国際会議も誘致して、本

当に日本海の中核都市です。きのうもお話にありましたように、政令都市として随分発展

をしております。 

 

 そんな新潟県とも、石榑トンネルの完成で距離が、東員町から行ってもうんと縮まってま

いりました。そして滋賀県の知事は女性の方です。べっぴんさんです。本当にきれいな方

で、副町長と一緒に１月３０日に、石榑トンネルの貫通式でお会いさせていただいたので

すが、しっかりしてみえます。 

どうかこれからも東員町の有利性、暖かい有利性、そして滋賀県は昔から近江商人と

言われ、随分商売がうまい。今まで表日本ばかり見ておった企業も、これから裏日本の方

へも向けていただいて、立地の有利性を生かして企業誘致も進めていただきたい。 

 



 そして先ほど町長も道路整備、今、県の方で随分お世話になっております。しかしこれ

からは人に優しい道路づくり、歩道整備も言われました。当然のことです。何とか人に優し

い道路、平成２３年にあわせて、町内の町道の整備も急ピッチで進めていただくよう、もう

一度決意のほどをお伺いいたしたいと思います。 

 

○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。 

 道路の整備の関係は、俗に言う公共事業でございます。以前から公共事業については、

補助金をいただいてつくらせていただくというのが基本でございました。そんな中で公共事

業、ダムとか道路が、国の仕分けとか刷新会議で大変厳しい状況になってきております。

来年度は前年の２０％ぐらいを減額というような方向性が出されております。経済対策も、

仕分けで今のところ外されております。 

 

 そんなことで私ども東員町の道路の関係も、今、穴太の南北線に歩道をつけさせていた

だいておるんですけど、この部分は大体計画どおりです。しかしながら、大木の郵便局か

ら南へ向いての大木神社までの道路が思うように予算がついてこなかったですし、前から

いろいろと皆さんにもご相談申し上げました文化センターの駐車場、こちらの方も今、風前

のともしびでございます。 

そんなことで、これからも国の方へ公共事業、地方主権ということで、補助金ではなしに

交付金化をしてほしいと。そして自分たちの町は自分たちでつくっていくような、そんな制

度を目指して頑張らせていただきますので、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。 

 以上です。 

 

○議長（山口 一成君）   門脇助雄君。 

 

○１５番（門脇 助雄君）   先般も山口議長と、東海環状線の工事が平成２１年度は早

く７億円ついてきたんやけど、平成２２年、このままいくと１億円しかつかん、深刻な問題や

な、議会の対応もお願いしたいということでお話をさせていただきました。 

 私たちもバックアップ、あらゆる手づるを使って頑張らせていただきますので、町長もひ

とつ政治生命をかけるくらいでやっていただくよう、お願いをいたしたいと思います。 

 それでは、次の問題に移らせていただきます。 

 

 平成２１年、長深自治会のクリーン作戦の会が中心になり、２月・５月・７月・９月・１１月

の年に５回は里地・里山の保全計画として、正月の長深の自治会の初集会に発表し、区

民の皆さん方の協力を得て、年に５回は大がかりな保全活動を行っております。 



 しかし、樹木の伐採はエンジンつきのチェーンソー、あるいは草刈り機などを使った作業

であります。常に危険性を伴う作業です。今日まで大きな事故がなかったのは、むしろ不

思議なくらいです。 

そんな中で１０月２４日に起きました台風１８号での被害を受けて、準用河川の宮下川

の川沿いに倒木が発生し、その倒木の手入れに入った長深の住民の方が滑り落ちてき

て、救急車で運ばれる事故も発生しております。準用河川の宮下川や勢至川の右岸など

については、当然河川管理者として町が、行政が本来やるべき作業であります。 

 

 さらに豊かな自然環境の里地・里山の保全などに活動している団体等への支援や、あ

るいは育成において、本年度はどれだけの助成金を出しておるのか、さらにこれらの活動

をどう町は評価しているのか、お答えをいただきたいと思います。 

 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

 

○町長（佐藤 均君）   豊かな自然環境の里地・里山保全活動への支援についてのご

質問にお答えをいたします。 

まず初めに昨年、三重県から「みえ環境活動賞」を受賞されました「長深クリーン作戦の

会」の里山保全の活動につきましては、雑木の伐採や耕作放棄地を借り上げ、ショウブや

コスモスを栽培され、景観整備が図られておりますことに感謝を申し上げます。 

里山保全活動を行っている団体等への支援・育成につきましては、三重県自然環境保

全条例により、里地・里山を保全しようとする団体への保全活動に対する支援制度を設け、

活動の促進を図っておりますので、私どももお手伝いさせていただき、これらの制度を活

用して、活動の推進を図っていただきたいと思います。 

 

次に、長深地内を流れる宮下・勢至川の右岸堤防の山林側に面している箇所について

は、地権者や河川管理者である町が管理を行うところですが、地元自治会及び「長深クリ

ーン作戦の会」の方々に雑木の処理や除草等の作業を行っていただいており、心から感

謝を申し上げるところでございます。 

 

また、倒木の処分や危険を伴う作業については、町の委託業務として対応させていた

だいており、今後ともご協力のほど、よろしく願いを申し上げます。 

 また、町からの補助がどれぐらい出てるかという質問でございました。その件につきまし

ては担当の方から報告をさせます。 

 以上です。 

 

○議長（山口 一成君）   藤井浩二総務部長。 



 

○総務部長（藤井 浩二君）   お答えを申し上げます。 

 午前中もおことわりを申し上げましたとおり、建設部長並びに建設産業課長が欠席でご

ざいますので、かわりまして、わかる範囲でお答えをさせていただきます。 

 団体に対しての支援でございますが、町長の答弁の中にもありましたとおり、大きな大

木とか、そういうものにつきましてはご協議をさせていただきながら、お手伝いをさせてい

ただいているというふうに伺っております。そういう形の支援はさせていただいております。

しかしながら育成補助金等については、町からは支出をいたしておりませんので、ご理解

賜りたいと存じます。 

 以上でございます。 

 

○議長（山口 一成君）   門脇助雄君。 

 

○１５番（門脇 助雄君）   そうすると感謝の気持ちは今言われたんですが、そんな対

応の仕方では、機械もチェーンソーも草刈り機も、自家用の物を持ってきて、そして伐採し

た竹や木は自分たちで運んで処理をしておる。そういう一生懸命やっておる団体の育成

は当然不可欠です。やるべきです。町長、来年度はつけるんかな。今まで無償でと、それ

はちょっと虫がよ過ぎる。せめて燃料代、お茶代ぐらいは出すべきです。もう一度、お答え

いただきたいと思います。 

 

○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。 

 現金給付はしてないということだそうでございますけど、もともと長深の皆さんの立ち上

がっていただいたのは、クリーン作戦のＯＢというんですか、クリーン作戦委員をやめられ

た方が、自分たちの自治会というんですか、長深地域のことは自分たちでやろうということ

で、自分たちで立ち上がった組織でございます。切った竹を竹炭というんですか、そういう

製品をつくって川の浄化もしようとか、いろいろ自分たちで立ち上がってきた組織でござい

まして、極端なことを言うと、ボランティア的な団体でございます。そんなことから今回、県

の方からも受賞されたということで報告もいただきました。 

 

ＮＰＯとかボランティアとかというのは、なかなか東員町も、それに対して支援をさせてい

ただくというのは非常に難しい部分もございますけど、どんな形で今後支援をしたらいい

のか、その辺は研究もさせていただきますけど、基本的に私の方へ皆さんの方から何と

か金銭的な支援をというのは、過去には聞いたことがございません。倒木、大きな木の場

合は自分たちでは危険だから、町の方から重機を頼んで伐採をしてもらいたいというよう



なことはお聞きをしておりますけど、そんなことでございますので、どんな形でできるか、検

討をさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 

○議長（山口 一成君）   門脇助雄君。 

 

○１５番（門脇 助雄君）   来年、平成２２年１０月、名古屋で生物多様性条約第１０回

国際会議（ＣＯＰ１０）が開かれ、自然保護の取り組み、里地・里山の保全や管理について、

世界から権威者が寄ってきて議論されます。来年は、そういう記念すべき節目の年です。

先ほど言われましたように表彰状１枚、県がもらってきたのでそれでいい。そして町がせ

んならん準用河川をボランティアでと、そんな虫のいい話は通りません。来年度予算で何

らかの形で、それらのご労苦に報いてやってほしい。ほかのいろいろなおかしいところに

は補助金が出てる。肝心の里地・里山を守ろうと。地域はみんなで守ろうという意識が芽

生えた団体を長く育成するためにも、ぜひ考えていただきたいと思います。 

 

 そして先ほど町長、県の方からと言われましたが、１月２３日には小さな親切実行賞とい

うのももらってみえます。そして２月１２日は、今言われた。そして民間の桑名信用金庫、く

わしんは、それらの活動を随分高く評価しておってくれます。そしてくわしん財団から、わ

ずかですがいただいておる。それなのに町は、多くの方が作業に携わって、多くの町がや

らんならん準用河川の堤防、それもお願いしますわと言っておりながら、そんな矛盾した

予算編成はまっぴら受け入れられません。 

 今日までのそういう活動も高く評価していただいて、バックアップをしていただきたい。今

言いましたように、表彰もそら一応は励みにはしていただいております。しかし油が要る、

チェーンソーの歯も傷んでくる、草刈り機の歯も取りかえんならん。それらに対して何らか

の形でこたえてやっていただきたい。 

 

 そしてクリーン作戦の会は里山の保全ばかりではありません。平成１９年、愛知県の碧

南市よりハナショウブの苗を譲り受けて、春のショウブ、そして秋にはコスモスを栽培して

おります。どれだけ春のショウブ、秋のコスモス、地域の住民は心が癒されておるか、は

かり知れません。そして地元の木材で鑑賞用のベンチもつくっていただき、景観整備活動

に取り組んでいただいております。 

もう一度、町長、その活動に対する心からの評価の言葉を聞かせてください。 

 

○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。 

 本当に東員町ではほかにはない団体ということで、皆さんにもお礼を述べさせていただ



いております。 

 クリーン作戦というんですか、その活動は自治会全体で会員も入ってみえますので、東

員町の自治会としてのまちづくり補助金の中で、やろうと思えば出てくると思いますので、

また新しい補助金をということになりますと、今、一生懸命補助金を見直そうという時でご

ざいますので、はい、わかりましたということは、私は今のところはできませんので、十分、

団体と協議をさせてもらいます。そして自治会がかかわれないのか、そんなことも皆さんと

協議をさせていただきます。 

 

 まちづくり補助金の中でということを申し忘れたんですけど、いずれにしても本当に東員

町の目指しておるまちづくりの方向に進んでおりますので、よりよい方法を見つけさせて

いただきますので、ご理解を賜りますようにお願いを申し上げます。 

 

○議長（山口 一成君）   門脇助雄君。 

 

○１５番（門脇 助雄君）   クリーン作戦の会は、元公務員の方もみえます。元会社員、

元鉄道員で、新幹線の業務に携わってみえた方々も現在は定年退職で、こうやってお世

話していただいている方もあります。それぞれ各職場で現役時代は立派に活動された

方々ばかりです。そして定年後、こうやって作物の手入れ等々も、だれの指示を受けるや

なしに、自分たちみずから、少しの時間でも見つけて耕作放棄地に足を運んでいただいて

おります。見に来ていただければ、草１本、雑草１本、耕作放棄地の管理は行き届いてお

ります。 

 

そしてまさに町費もかけず、南部のミニ公園、中部公園やネオポリスにある公園は随分

町費をつぎ込んでおる。ひとつも金をつぎ込まないでおいて、まさにミニ公園が長深の耕

作放棄地をかりてでき上がっております。今までの考えを１８０度転換していただいて、そ

れらの方々の地域保全に対する運動、そしてこの組織がずっと長く後世に伝わっていくよ

う、長深の町の準用河川の堤防の敷地までやっているのです。評価して、もう一度お答え

いただきたいと思います。 

 

○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。 

 十分承知をさせていただきましたので、前向きに検討をさせていただきます。 

 

○議長（山口 一成君）   門脇助雄君。 

 



○１５番（門脇 助雄君）   前向きに検討ということは、平成２２年度の予算書にはちゃ

んと書いてあるという意味で解釈させていただき、時間の都合上、次に進めさせていただ

きます。 

 平成２１年から東員のプラムチャンネルは、株式会社ラッキータウンテレビに全面委託し

ました。きょうもこうやって一生懸命やっとっていただきます。そしてデジタル化に備えて国

も本腰を入れ、先般１０月からは国の総務省の説明会が現地でありましたし、家電メーカ

ーからは随分なチラシや情報が氾濫しております。 

 そんな中で中部電力株式会社から、西の５５というチラシが各戸に配布されております。

それによって情報があり過ぎて情報が氾濫し過ぎて、皆さん大変困ってみえます。迷って

みえます。町でＱ＆Ａ方式でもう一度対応できないか、やってもらいたいということと、そし

てラッキータウンテレビは、桑名市の一部もエリアに入れております。もう既に桑名の一部

では月額の視聴料は決まっております。本町でも１日も早く月額視聴料を決めていただき、

住民の皆さんの判断材料に備えていただきたいと思います。 

 

 なお、ここに一生懸命やっていただいておるんですが、実は９月定例会のスペシャル番

組で議会の一般放送の時間帯でございますが、若干、今のテレビにしてはお粗末、雨降

り状態、途中でガシャンと切れる。そしてまた無言の状態でアナウンサーだけ映る場面が

ありました。早川政策情報課長にその旨伝えましたら、本部の送り出し装置が故障してお

りましたのでというような説明も受けました。敏速な対応はラッキータウンでやられたのか、

そしてただいま申しました視聴料等々について、町長の答弁をいただきたいと思います。 

 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

 

○町長（佐藤 均君）   地上デジタル放送についての質問にお答えをいたします。 

２０１１年７月２４日にアナログ放送が終了し、デジタル放送に移行するまであと２年弱と

なりました。地上デジタル放送への切りかえにつきましては、テレビ等で盛んに周知が行

われているところでございます。 

また、総務省による地上デジタル放送説明会が全国で行われており、東員町では１０月

に町内１４カ所の会場で開かれ、３３２名の方が参加されたと報告を受けております。また、

１１月には町内全戸に中部電力から、送電線による東員町内の電波障害補償対策の終

了に関するお知らせも配布されました。 

 

中部電力の電波障害補償対策の終了に伴い、住民の皆さんには２０１１年７月以降の

テレビの視聴については、月額視聴料をお支払いいただきケーブルテレビを利用するか、

アンテナを購入してテレビを視聴するかを選択していただくことでございます。 

こうした地上デジタル放送へ向けての周知が各関係機関から行われている中で、東員



町といたしましては町ホームページや文字放送、また広報とういんでは平成２０年８月号

から、地上デジタル放送の受信についての記事を毎月掲載しているところでございます。 

議員ご提案の、地上デジタル放送についてのＱ＆Ａ方式のわかりやすい記事の掲載に

つきましても、ケーブルテレビ利用の際の月額視聴料の関係も含めまして、決まり次第広

報とういんに掲載し、周知をしてまいりたいと考えております。 

 

また、９月議会の一般質問放送後の放送事故についてですが、これにつきましては放

送機器の故障により、９月２７日午後９時１０分から９時３５分までの２５分間と、９月３０日

の午後８時２分から８時３０分の２８分間に不都合が生じたとの事故報告を受けておりま

す。 

今後はこうしたことがないよう、ラッキータウンテレビに強く申し入れを行っておりますの

で、ご理解賜りますようお願いを申し上げます。 

以上です。 

 

○議長（山口 一成君）   門脇助雄君。 

 

○１５番（門脇 助雄君）   言われた日が私の再放送でした。それで見ておりました。藤

田議員のところはきちんといっていて、私の放送のところでそういうミスがありましたので、

なおしか気づいたわけです。 

 そうすると今言われましたように月額視聴料が決まり次第公表、Ｑ＆Ａももう一度という

ことですが、いつごろ月額視聴料は決められるのですか。 

実はこれが決まらないもので、テレビのアンテナが長深の在所に行っても立っておりま

す。プラムチャンネルよりアンテナの方がいいんやろうなという声も聞きます。１日も早く月

額視聴料を決めていただきたい。 

 そして今言われましたようなＱ＆Ａ方式も、皆さんにわかりやすい判断材料を急いで与

えていただきたい。 

 もう一度その点について、お答えいただきたいと思います。 

 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

 

○町長（佐藤 均君）   お答えをいたします。 

 東員町のテレビでいく場合の視聴料ですか、この点につきましては今までも中部電力の

現在シーテックになっておりますけど、線の関係を早く東員町へ譲っていただくなりという

ようなこと、それが決まり次第ということで報告をさせていただいてきたと思います。 

最終的には非常に厳しい。シーテックも東員町だけではございません。難視聴で自分と

ころの線を張ったというのは。だから東員町だけ有利になるようなことはできないという報



告を受けております。 

 

そんな中で東員町としてどういうふうな形でということで、今一生懸命検討を重ねておる

ところでございます。しかしながら先ほど門脇議員が言われましたように、町民の皆さんが

テレビ会社へいくのか、アンテナでいくのか迷ってみえると思います。私どもはそこらも十

分承知をして、１日も早く町民の皆さんに視聴料の情報も出していきたい、そんな思いは

持っておりますので、遅くとも今年度中にはきちっとさせてもらいたい。そして新年度に、町

民の皆さんにきちっと周知をしていただくようにしていきたいと思っております。 

 

 きょうはラッキータウンが入っておるんですけども、基本的にはラッキータウンは、営業と

してアンテナを売られる電気屋さんとの競争ですよと、頑張ってもらわないと、みんなアン

テナを買ってテレビ会社から抜けていかれるわねというようなことで、ラッキータウンの方

と厳しい交渉をしております。ラッキータウンは、桑名の方は東員だけではございませんと、

うちもほかにも桑名市とかいろいろあって、東員町だけ有利にというようなことも、これもで

きないということで、非常に難しいのですけど、精力的に月額の視聴料が幾らかというの

は決めさせてもらいます。 

これはまだ私だけのことなんですけど、東員町だけ安くするということは非常に厳しいと

思っておりますので、どうぞご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（山口 一成君）   門脇助雄君。 

 

○１５番（門脇 助雄君）   今年度中、平成２１年度中に月額視聴料を決めるということ

を今断言されました。１００円でも安い方がいいのはいいのです。ぜひ安くてよい、そして

全戸がこぞってラッキータウンにいって、町の広報もラッキータウン一本で随分機能を果

たせるなという状態に持っていっていただくよう、さらなる努力をお願いいたしたいと思い

ます。 

 もう少し言いたいのですが、時間がありませんので次の問題に移らせていただきます。 

 三和小学校の北の小学校の正門より西へ約８０メートルは道路幅員が３メートルと大変

厳しい、狭い。それがために車の突っ込み合いで、時々お前下がれ、ばかやろうという、

そんなトラブルも発生しております、大変交通の難所です。 

 

その長深７９２号の東西線、そして南北線は長深７８９号線の交差点の改良をぜひやっ

ていただきたい。学校のあそこでヘビが卵を飲んだみたいに急に狭くなる。それがために

見通しが悪くて事故が起きておる。そして言っておる三和小学校の北西は、南大社の生

徒が全員そこを通って西の門から通学しております。１日も早く、そういう交通安全対策に

対して無防衛の状態のところを解消していただきたい。少なくともあそこに赤色回転灯ぐら



いはつけて、ここは通学路です、危ないです、気をつけてくださいという表示をしていただ

きたい。 

お答えをいただきたいと思います。 

 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

 

○町長（佐藤 均君）   三和小学校の正門より西への道路拡幅についてのご質問にお

答えをします。 

三和小学校北側に接道しています町道長深７９２号線は、ご指摘のとおり幅員も狭く、

車両のすれ違いなどで非常に危険な状況であります。 

また、三和小学校の通学路として指定されている町道長深７９２号線と町道長深７８９号

線との交差点については見通しが悪く、道路改良の必要性も十分認識しておりますが、ご

承知のとおり、イオンリテールの開発や東海環状自動車道の整備事業の進捗など、さら

に現場環境の変化は目前でありますので、そのあたりも見据えながら、よりよい方策を考

えてまいりたいと思います。 

まずは回転灯や啓発看板等の設置で注意を促し、地域のご理解を賜りたいと思います

のでよろしく願いを申し上げます。 

 以上です。 

 

○議長（山口 一成君）   門脇助雄君。 

 

○１５番（門脇 助雄君）   交通事故の３０％は交差点で起きると警察も発表しておりま

す。私も三和小学校の子どもたちの登下校のスクールボランティアに立たせていただいて

おります。これはもう私がほらを吹くのではない、スクールボランティアの現場におる姿も、

幹部職員の方、見ていただいているので事実の話です。 

 そういうことで、スクールボランティアで長深が立つところはＪＡの前です。今申しており

ます三和小学校の西北の隅を眺めてみますと大変危険、あっと、こちらが冷や汗をかくぐ

らいのことがたびたび起きております。 

 

 そうすると教育長、小学校の敷地も若干提供していただかんならん。南大社の生徒の安

全を考えて、ご理解をいただいたものと見ておるのですが。そして安全対策は今言われま

したように赤色回転灯をつけると、それはもう当然のことですが、一言何かありましたら、

お答えをいただきたいと思います。 

 

○議長（山口 一成君）   岡野譲治教育長。 

 



○教育長（岡野 譲治君）   町長がお答えになったとおりの考えでありまして、私どもと

いたしましては、本当に子どもの安全は第一義に考えたいと思っております。いつの場で

も私はお答えするんですけども、本当に地域の安全ボランティアの方にはありがとうござ

います。門脇議員には大変お世話になっていると、この場をおかりしましてお礼申し上げ

ます。 

 

○議長（山口 一成君）   門脇助雄君。 

 

○１５番（門脇 助雄君）   そして教育長も現場へ行っていただいたと思うんですが、あ

の擁壁、西北のところ、この間、車が突き当たって新しいコンクリートが割れてしまって丸

出しです。今の町長の話であしたやるとか、そういう返事はなかったのですが、南大社の

子どもたちの通学道路です。それはもう教育長も今認められた。どうかひとつ安全対策、

町長部局へ教育長の方からも要望するぐらいの意気込みで取り組んでいただき、そして

危険いっぱいの三和小学校の西北で、今までは比較的物損事故が多いのです。大きな

人身事故になる前にひとつ手を打っていただきたいと思います。 

 

 先ほど申しました準用河川の宮下川で落ちてきて、救急車で運ばれてやっと町長も、準

用河川の宮下川や勢至川の堤防の管理は町だということを認める。尊い子どもたちの血

が流れてからでは遅いです。もう一度、教育長として町長部局に、うんとせっついていきま

すという答えをいただきたいと思います。 

 

○議長（山口 一成君）   岡野譲治教育長。 

 

○教育長（岡野 譲治君）   三和地区だけではなくて、それぞれの地域の中で、ここは

危険個所であるというのを、いろんな方から私どももご要望をいただいております。それは

町の担当部局に毎回文書として上げさせていただいておりますので、よろしくご理解を願

いたいなと思っております。 

 

○議長（山口 一成君）   門脇助雄君。 

 

○１５番（門脇 助雄君）   先ほど来、４つの問題点につきまして、時間の関係上急いで

町長と討論をさせていただきました。ぜひひとつ来年度予算、そして今すぐやれるものは、

小さい予算で残があったらやれる。赤色回転灯ぐらいは、こんなものは１０万円もあれば

できる仕事です。ぜひ早期対応をして、子どもたちの安全対策、あそこは教育長も言われ

ましたように、南大社の生徒が養父川の堤防を下ってきて、あそこで回るんです。走って

いく人もあります。そうすると西から、あるいは東から来た車が本当に危ない。これはもう



スクールボランティアをやっているので実感しておりますので、１日も早い対応をお願いし

て、もう一度、町長のお答えをいただきたいと思います。 

 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

 

○町長（佐藤 均君）   ご答弁させていただきます。 

 １日も早くできるように、ただあそこは垣根といいますか、それから桜ですか、大きな木も

ありますので、その辺はひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 

○議長（山口 一成君）   門脇助雄君。 

 

○１５番（門脇 助雄君）   確かに巨木はあります。桜の木もあそこにあると、春になる

と花の散った後の葉で、ますます見通しは悪い。今のうちに対応していただきたい。そして

何とかという名前の生け垣があるんですが、それらも交通の見通しを悪くしております。ど

うかひとつ、もう一度、教育長も現場へ足を運んでいただいて、１日も早い対応をお願いし

て一般質問を終わらせていただきます。 


