
○議長（山口 一成君）   ５番、中村充男君。 

○５番（中村 充男君）   光陰矢のごとしと申しますけれども、月日のたつのは非常に

早いものでございまして、今年ももう１２月、残すところ、あと２０日余りとなってまいりまし

た。年末にちなみまして今年最後の議会、最後の質問の機会ということで、棚卸し的な在

庫一掃の質問をしたいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 昨日よりずっと同僚議員の質問を聞いておりまして、ほとんど質問の内容が出尽くして

まいりまして、私が通告させていただいたことも、もう第５次総合計画の策定をしているの

かしてないのかと、これも既に第５次総合計画の内容について質問された議員もいらっし

ゃいますので、私、アドリブの質問をさせていただきます。得意なギターやピアノのアドリブ

の演奏は大変好評でございますけれども、これは一方的にアドリブでやっていると、聞い

ていただいている方はそのままでございますが、一般質問のアドリブとなりますと、Ｑ＆Ａ

で質問させていただいてご答弁いただくということで、非常にお困りになるときがあるかと

思いますけれども、ひとつわからないことはわからない、今検討しておるのなら検討してお

る、うそだけは言わずに、今思われたことを思って、後々考えたら違ったということでも結

構でございますので、正直な今のお気持ちを聞かせていただければ結構かと思います。 

先般来、町長、私に充男君がいじめると、こういうようなことをおっしゃってみえるんです

が、私はいじめるつもりとか、そういうことで言っているんじゃなくて、町長の息子さんやお

孫さんが、うちの親父はどんなもんじゃいというような、いいお父さん、いいおじいちゃんで

いてほしい。また、私が今から申し上げることをやっていただけることが、住民、町民の方

からもう一期やってほしいと、前の町長の時はよかったけども今の町長何やと、こういうよ

うなことでは張り合いがないので、佐藤町長になってから非常にいいというような期待をい

ただくためにも、こういうことを申し上げますので、ひとつよろしくお願いをいたしたいと思

います。 

行く末は偉大な佐藤孫治村長といいますか、先人の横に銅像でも立っていただけるよ

うな町長であってほしいという気持ちから質問をさせていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

町長、今、景気は好況か不況かということを、もう一つお伺いをしたいのでお願いしたい

と思いますが、第５次総合計画を策定中かどうか、これについて審議のほどは、この１２

月１日の議会冒頭に、こういう立派な総合計画書基本構想案をちょうだいしまして、今、精

読しているところでございます。 



こんな立派なものをつくっていただいておりますので、これは本当だったんだろうという

ことでございますし、たしか町長、あと１年余りの任期でございます。第５次総合計画とい

うのは、３年、５年、１０年後の計画でございまして、それも大事、そして地方自治法によっ

て、これをやれということでもございますので、いた仕方なくやっておられるのかもしれま

せんが、４年間の任期で３年が過ぎ、あと残り１年余りと。この時に５年、１０年後の計画を

立てるのも義務の一つかもしれませんけれども、私は残された１年は、きのう木村議員が

質問されておりましたが、今まで各校区、各自治会、各種団体の皆さん方と町長と語る会

とか町政懇談会なるものを開いてみえまして、いろんな要望とかご意見があったかと思う

んです。それを着実にあとの１年で実行していっていただく。このことがもう１期、町長やっ

たらどうやと、こういうような言葉に出てくるんではないかと私は期待をしております。 

政権交代という言葉が出てきますけども、私は民主党でも自民党でもありません。どち

らかというと今は自民党系になってしまいまして、昔は民社党に所属をしておりましたが、

野党でございました。思い切って自民党の方に来たら、また野党ということでございまして、

今の政権党の民主党のマニフェストと言っておりますけども、所詮これは私個人の意見で

ございますが、選挙に勝つためのマニフェストであって、この国を、この日本をどういうふう

にしよう、いいふうにしようというようなことでつくられたものではないものですから、すぐに

行き詰まってくると、このように考えておるわけでございます。 

子ども手当一つにしましても、８月３０日の選挙で民主党が勝ったと。これから子どもに

１万３，０００円、２万６，０００円ずつもらえると思って、９月の始めに仕込んだ子ども、これ

からもらえんようになったらどうなるんやろう。 

そして高速道路がただになる。これも本州は除いて、というようなことを言い出した。金

の亡者のごとく事業仕分けといって、北朝鮮の公開処刑のごとく、みんなの前で面前でど

んどんと切り捨てていく。予算だけでやっていくということはいかがなものかなと、私は思

わせていただきます。 

そんなことを言ってるんだったら、８月３０日に当選した人たちが８月の手当、歳費を何

百万円ももらっている。これみんな国会議員が返したら、すぐに金が何十億円と出てくるじ

ゃないか。１カ月分、自分たちがもらっていく。こういうことにも不合理を感じている一人で

ございます。本当はこれ全部日割りというよりも、１日だけのことでございますので、８月分

は国庫に返してほしい、このように思うわけでございます。 

第５次総合計画で、我が町の成長戦略はどこに置いてみえるかということもお伺いした

いと思います。 



最近ちょっとテレビから姿を消しました船場の吉兆、そして北海道のミートホープ、これ

はみんなうそに始まったことでございまして、うそがいかにいかんかということが、わかっ

ておると思います。ですけど、先ほど山本議員が質問されてました学童保育の件もそうで

ございますが、すべてを隠さずに議会や住民に話してほしいな。原点に立ち返って、初心

に返って、この町をよくしようというお気持ちで、ひとつご返答をお願いしたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   中村議員からの第５次総合計画についてのご質問に、お答えを

申し上げます。 

 通告をいただいた件とは非常に変わってきております。そんなことで、私も思ったことを

述べさせていただきます。 

 まず、景気の関係でございますけど、私も非常に景気は悪いと思います。悪いと言うとし

かられますので、私の主観と申しますのは、景気は非常に悪いと思っております。なかな

か景気が上向いてこないというんですか、そんな中で、政権交代でいろいろと先ほどから

出ております事業仕分けとマニフェスト、子ども手当、暫定税率の廃止というようなことで、

果たしてこれで景気が上向いてくるのかなということは、非常に憂慮をしております。 

 きょうの朝の報道でいきますと、第２次の補正予算を１，０００億円追加すると。７兆２，０

００億円にすると。１，０００億円は公共事業というか、地方に振り向けるというような報道

がなされております。地方が元気にならなくては国も元気にならないので、その辺は地方

主権という方向に動いておるのかなと思わさせていただいております。 

 第５次総合計画の１０カ年計画の私の任期の関係で１年と４～５カ月、そんな中で第５次

の１０年の計画はいかがかというようなことかと思うんですけど、各地方自治体、１０年ご

とにつくるということになっておりますので、それはそれで、その時の町長が１０年後を目

指してつくるということは、私は何らおかしいことではないと思いますので、どうぞご理解を

いただきたく思います。 

 それから私の選挙の時の公約というんですか、私の場合はマニフェストではございませ

ん、公約でございますけど、３年少しで大体のことはさせてもらいました。公約に上げたこ

とは。ただし、やはり地域の皆さんとのコミュニケーションとか、いろいろなところはなかな

か難しいところもございますので、１００％とは申しませんけど、８０％ぐらいは完了をして

おると思います。 



 そんなことで、これからも町民の皆さんの安心・安全、そしてやはり命を一番最重視した

行政を進めさせてもらいたい。痛みのわかる、そんな東員町の行政を進めさせてもらいた

いということで、これからも頑張っていきたいと思います。 

 成長戦略というのは、東員町もそれに向けて若者の定住促進とか子どもに対する施策

とか企業誘致とか、いろいろなことを目指して、東員町が継続的に発展するように、これ

からも一生懸命努力はさせていただきますので、どうぞご支援をよろしくお願いを申し上

げたいと思います。 

 あと、落ちておることがございましたら、ご指摘をいただきたいと思います。 

 以上で終わります。 

○議長（山口 一成君）   中村充男君。 

○５番（中村 充男君）   ありがとうございました。 

 町長、景気は非常に悪いと、こういうふうにご判断をなさっておられるようでございます。

景気が悪ければ悪いときほど行政の手腕の見せどころやと、私はチャンスだと思っており

ますので、町長の手腕を、ひとつ期待をするものでございますけれども、いろんなものを

我慢我慢と。日本人というのは特に心も体も節約遺伝子がありまして、例えば急に北朝鮮

に拉致されても生き延びていくと。多少いろんな充実した施設がなくても、それに対応でき

るように、身も心も日本人は特になっておると思います。ですから、ここは町民に辛抱して

ほしいことは辛抱してほしいということも言いながら、町長の手腕を見せてほしいと思いま

す。 

 この３年で、大体８０％ぐらいやってこられたと言われるんですが、私、町会議員に復帰

させていただいてから、第２種の陸上競技場やグランド、野球場、そうしたものを県内外の

方々に利用していただくには、簡易の１００名ぐらい泊まれる宿泊施設をつくったらどうか

と。この時に町長は、自分本人が町のトップセールスとしてあちこちにアピールするし、経

営する企業を探すと、こういうふうにご答弁をたしかいただいたと思うんですね。 

ところがこの間の５５周年記念の時のパネリストの若い好青年でございましたが、体育

協会か体育委員会か、何かそこから代表の方が、私の２年前に質問しましたことと同じこ

とを言われたら、町長、同じような答弁でございました。そうすると２年たってるんだけれど

も、どこの企業にどういうふうにトップセールスをしてもらったか。どこの企業に、こういうこ

とをやらないかというようなことをお願いに行かれたか。 



人口がどんどん減っていく。きのうのどなたかの答弁にも、出生率が１．０３人で東京都

より落ちているんだと。人口はふえないので婚活をやる。婚活をやって人がふえてこない

のです。これは将来の安心・安全がないことには産まないし、産めない。 

昔はいいところの人にもらわれて、女性が家庭を守って子どもを産んでいくということに

対して責務を感じておったわけですが、このように男女平等になって、女性が企業社会に

進出してまいりますと、男女平等となってきまして、一生懸命仕事をしていると、女性も同

じく会社でストレスがたまる。子どもが欲しいんだけどもできないという体になってきている

というようなことを、医学書で読んだことがあるんです。ですから東員町は東員町として独

自の、安心して子どもの産めるようなまちづくりをするということに力を入れていただきた

いな。 

そして宿泊施設、こういうものをつくって、人口がふえなければ交流人口をふやす。よそ

から東員町にどんどん遊びに来るなり、来ていただいて、お金を落としていただく。そして

中部公園に売店がない。どこかに地場産業の物を売るところがないと、こういうきのうの

意見、続出しておりましたが、川の向こうに大きなジャスコかイオンが建つというわけです。

そしたらそこに施設があるんですから、町のそういう宿泊施設プラスそういった東員町の

商いモールのようなものをつくって、そこで皆さんが大きな企業のコバンザメ商法としてお

金を落としていただく、そういう段取りをするのが東員町行政として、商工会として、観光

協会として、皆さんタックルを組んで、こういったコバンザメの商法がすぐにできるんです

から。 

そして上の方では石榑のトンネルが開通すると。そうすると滋賀県の方からどんどん入

ってくるやもしれません。聞くところによりますと、出てきたところの入り口といいますか、登

竜荘がもう閉鎖しておると。何で閉鎖したんやろうと僕思うんです。これからやないかと思

うわけでございますけれども、東員町の道路のアクセスを見て、青森県では東北新幹線

ができたら、これから東京からどんどん青森に来ると思っていたら、どんどん東京へ出て

いってしまって、入り口と思っていたのが出口になってしまったと嘆いておることもあります

ので、トンネルの効果がどうなるかわかりませんけれども、ひとつ「通りもの言わず、道お

のずから開ける」という言葉がありますけれども、このように、滋賀県の人たちがどんどん

三重県の北西部に遊びに来て東員町でお金を落としていただく、こういったシステムづくり

を、交流人口をふやすということ。 

定住していただく方に４０万円、５０万円やろうやないかと。それも大事かもわかりませ

んけれども、１週間でも来ていただいて、あちこち東員町を散策してお金を落としていただ

く。こういうこともひとつ大事かと思いますので、宿泊施設だけとか温泉施設だけじゃなくて、

そこに商いモールをつくる。そしてジャスコかイオンができたときには、お互いに１＋１が３



にも４にもなるようなことができるというふうなことも、ひとつ頭に描いていただきたいなと

いうふう思うわけでございます。 

そしてきのう何か三宅議員の発言の中で、若者、よそ者、ばか者、この３者こそがまち

づくりになるんやと。本当にまさにそのとおりやと。ばか者というのをいい加減に思ってい

るといけませんが、ばか力という言葉がありますけど、これが力になってくる。これを利用

しない手はないというふうに私は思っておりますので、コバンザメ商法とか、そういった商

法もあるということもご認識いただいて、ひとつやっていただきたいと思います。 

大崎議員の冒頭の答えにも、財産的に非常に厳しいと言っておられますけれども、きの

う、皆さんの意見をずっとこれ、自分の原稿ではなく、書いておいたメモなんですが、この

中で何かやってほしいということをお願いすると、どうも予算がない、こういうふうなことを

言われるわけでございますけれども、町のいろんな体育館とか文化会館の前のモニュメ

ント。モニュメントって一体何だろうなということを研究をしてみたんです。あれをじっと眺め

て癒されている人はほとんどおりません。これをどこかもう少し違うところに移設してでも、

名を取るんじゃなくて実を取って、駐車場で、来たらすぐに体育館でも文化会館でも入れ

る。モニュメントの移設をするぐらいは、そんなに予算が要らんのではないか。 

そして、今またしつこ過ぎるということで、おしかりをいただくかもわかりませんが、山本

議員が先ほど言われた学童保育、私、四日市で商売をしているのですが、この近くに朝

明西小学校というのがあるのです。ここの学童保育、小学校でやったり、きょうは公民館

か集会所と、先生が親にどこへ迎えにこいと一斉メールを打ちまして、きょうは集会所へ

迎えにきてください、きょうは学校へ来てくださいと。それでも親ごさんは預かってもらえる

のでありがたいと感謝をしてみえるのです。 

そういうような状況でございますが、東員町で財政的にと言われるんですが、３，０００

万円も４，０００万円もかけて果たしてつくるべきだろうか。先ほど山本議員は１，０００名の

うち１７３名とおっしゃいましたが、私の調べでは一時９００人いた学校が、今現在１８６人

と聞いております。どれだけ教室が空いているかどうか。空いている教室は、学校教育委

員会とか、いろんなたて割り社会の弊害をおっしゃってみえますけれども、阪神大震災の

ような大きな東海地震か東南海地震が来て、東員町があのようになったときに、笹尾の西

の方々は一体どこへ避難するんだろう。今答えてもらってもいいんですが、答えが返ってく

るのは、あの小学校と言われると思うんです。皆さんが災害時に集まるようになっている

ところに子どもが預かれなくて、ほかへつくるということはいかがなものか。四日市から、

震災になったときに、学童保育所にやっとこさ来て、自分の子どもを探しにいったらだれも

いない。小学校に預かってもらっている。また小学校へ行く。そんな不合理が起きるやに

思います。 



避難所である小学校、そして人口が減っていく中で、学童も減っていく中で、２万６，００

０人の東員町の人口のうち、あそこの学童保育が２０～３０名と聞いております。その親ご

さんが希望されたとおっしゃいますけれども、果たして何パーセントの方が希望されたか。 

私たち、学校を使ったらいいじゃないかと、今、山本議員は保育園か幼稚園の跡地を使

えということを一生懸命、学校がだめだということで、おっしゃってみえると思うんですが、

万が一の避難所に子どもが預かれない。私には全く理解ができないのです。そこでようけ

金が要る。予算も組まなければならないというのならいざ知らず。 

私は校長先生にもお話をお伺いしましたけれども、３階の１室に麦殻が入ってまして、

それを耕作に使っている。教室１つが麦殻入れです。あんなもの、トタンの屋根拭きの小

屋を一つつくってもいいと思うんです。空いているから利用されていると思うんですが、だ

ったらそういうところを使って。 

そして学童保育を反対しているわけではないのです。学童保育をもう少し考えて、そうし

たお金で宿泊施設をつくる。そしてふれあいモールをつくっていく。そういうようなものをや

れば、皆さんおのずと、あちこち四日市からでも来られるだろうというふうに思っておりま

す。 

どうか、よそから東員町、素晴らしいことをやっておると見学に来られるような、交流人

口がふえてくるような町にしていただきたい。そして以前から文化会館の駐車場も申し上

げております。きのう、木村議員が体育館の駐車場と、そして今回埋め立てたいというよう

なところの、あそこも学童保育の送り迎えしかだめやと、先生しかだめやと、５～６台しか

駐車できませんと。これでは笹尾西小学校のグランドを使ってソフトボールや野球の試合

をしている人たちは、どこへ車を置いたらいいんだと。何もたて割りでいかなくても、だれ

が使ってもいいじゃないか。それなら賛成という人が結構いるのに、学童保育しか使って

はいけないということになると、それではみんなのお金をそんなところへ、たった１０人や２

０人のために使うというのは反対という方も多いと私は思っております。 

どうかひとつもっとマクロにやっていただきたいし、きのう、これもまた木村議員の質問

に答えられて、文化会館の券売率はどんなものかと。多くて７４％、自主事業ですね。少な

いと６４％。ダカーポに至っては４０％と、こういうふうなことをおっしゃっておりました。そし

たら局長が、住民が文化的な、そこまでの意識を持っていないのではないかと、こういうよ

うな答弁をなさいましたけど、これはだれが意識を持ってないのだろう。住民が持ってない

のではない。自分たちが持ってないんじゃないかと、私は思わせていただきました。 



と申しますのは先般、１２月２日でしたか、３日でしたか、あそこの一部のところで、旧学

校の先生たちが、リコーダーの発表会をするのでちょっと見てほしいということで、招待状

を持っていかれましたね。私、だれも来てないのでのぞきに行きましたら、座って話はして

みえましたけれども、のぞこうとしない。あんな素晴らしい演奏をされているのにのぞこうと

しない。その意識ですね。３つ目の職員の教育についてのところで申し上げたいと思いま

すけれども、こうした第５次総合計画も立派でいい。４次の方もあとわずか残っているけれ

ども、こういうものを立てたら立てたようにやっていってほしい。しかし時代のニーズに即

応したようにやっていかなければ、計画を立てたのでそのままやっていくというのではいき

ません。やはりその時その時に即応した、ニーズに合ったようにアレンジしてやっていただ

くのがいいかと思います。 

一般質問やのに演説みたいになって申しわけありませんけれども、ひとつこれは心して

いただきたい。何が足りないか。サービス、ムード、センス、パーキング。このパーキング

が足らないものだから、皆さんよそへ行ってしまう。こういうものは、前から何回も私は申し

上げております。南部議員の質問に対しましても、職員の意識の改革、たて割り行政の見

直しというようなことも言っておりました。皆さん本当に個人町民税が１億４，２００万円、法

人町民税が８，９００万円減ってくるとか、減ることの話ばかりです。 

これからは町長、車の運転でもそうでございますけど、上り坂の時にはローやセカンド

で走っていくわけですね。平坦地はトップやハイトップで走っておりまして、今、景気が悪い

とおっしゃったので、急な下り坂としたときに、このままトップでどんどん走り続けておった

のでは衝突するし、安全運転の義務違反ということになりますので、行政もオートマチック

車ではありません。やはりシフトダウンして、そのように対応して行政を運営していってほ

しいと私は思わせていただくわけです。 

５次総合計画になりますけど、水谷議員がおっしゃった廃油の再利用の検討をしている

と。今朝からも検討という言葉をよくお聞きしましたけど、行政は、考えたり検討しているだ

けではいかんと思うんです。近藤議員も一遍やってみてくださいよと。私これ本音だと思う

んです。やってみて、行ってみて、あかんかったら戻ってくる。どっちの道が正しいか。二

股になったところで考え込んで検討するって、それが見当違いというようなものです。やは

りやってみて、あかなんだらまた修正する。即実行することにならないと、八ツ場ダムほど

の税金を投入したことでも急にやめるというのです。 

大学の教授ですけど、中学校へ来て講義した時に、あなたたちは１０年後なり、大人に

なったら何をしたいかということを聞かれました。それがプログラマーになりたいとか、警

察官になりたいとか、いろいろ言ってる人がいるんですが、わからんと言った子が１人おり

まして、それが一番正しいだろうと。 



今、何がどうなってくるかわからない時代に、予測も立たないから、今やれることを進め

ていただくことが、行政がやっていただくことではないかと。あまりにも町長、賢過ぎるので、

考えまくっておられるけれども、やはりこれはまず実行していただきたい。お約束をしてい

ただいたことを実行していただくということが基本かと思います。 

質問がいろいろズレて、きのうからも９番目になりますと、ほとんどズレてきますので、こ

のような形になってしまいましたが、どうぞ私申し上げたこと、答弁の必要はありませんの

で、ひとつ心していただきたいなと思っております。 

そして、第２番目の四日市水道局への水の供給の諸問題についてでございますが、東

員町より水源水がくまれておりまして、四日市に提供いたしております。現在いろんなこと

で係争したり、先般も各自治会の方がお集まりになって、四日市市の水道局の方々との

懇談会がありました。私もこっそり行きましたが、町長は東員町と四日市水道局との契約

になっておるが、町には１円も入っておらんのでと、こういうごあいさつでございましたが、

契約者が佐藤町長ではなく、以前の町長でございますけれども、町としてこのままほって

おくわけにはいかないと思いますが、町長のご所見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）   四日市市水道局への水供給の諸問題について、お答えをさせ

ていただきます。 

本町地内におきまして、四日市市が水不足解消のために水源を確保するについて、当

時、土地の確保など、山田、長深区民に多大な協力や理解を必要といたしておりました。 

昼夜を問わず、地元役員方々などのご尽力のおかげで取水事業の永年継続に同意が

得られたことにより、昭和４８年度から、山田・長深自治会に、平成３年度からは中上地内

においても施設を整備し、取水を開始したことから、中上自治会を含む３自治会に対しま

して、平成１９年度まで協力金が支払われてまいりました。 

しかしながら平成２０年度分から、過去の協力には感謝しているが、協力金の使命は終

了したとの考えと、支払いに対する明確な根拠がないとのことで、今後は協力金の支払い

ができないとの意向を伝えてまいりました。 

町と各自治会は協力金の支払いを求めるため、四日市市と何度も交渉を行い、本年１

０月には、保健福祉センターにて四日市市上下水道局を招きまして、３自治会合同の説

明会を開催をいたしましたが、四日市市からは明確な回答は得られず、現在に至っており



ます。今後も解決に向け、３自治会とともに、四日市市との交渉に臨みたいと考えており

ます。 

よろしくご理解を賜りたいと思います。 

先ほどの１点目の質問の中で、いろいろご指摘をいただきました。中村議員の一方的

な演説を聞かさせてもらえて、答弁の機会もないのですけど、私は公約は８０％ぐらいとい

うことで申し上げましたので、よろしくお願い申し上げますし、陸上競技場の宿泊施設の件

は、きのうからもいろいろ温泉等について、ご指摘をいただいております。 

なかなか自治体というのは、今盛んに費用対効果を言われるのです。やってあかんか

ったら、失敗したらしてもいいやないかと言われますが、地方自治体はそうはまいりませ

ん。やはりきちっと研究もし、議論もしながら、これならというところで進まないと大変なこと

になりますので、その辺はひとつよろしくお願い申し上げたいと思います。 

そして、今までは補助金で行政は動いておったと思います。いろいろな種目で補助金を

いただきながらやってきた。それがやはり地方分権というんですか、主権に変わっていっ

て、補助金はやめて交付金というんですか、そういう方向にいこうと。 

交付金と交付税、どこが違うんやということなんですけど、要するに自分たちで何でもで

きる、どんなことでもできる制度へ変えていこうということで、これから交付金化になれば、

町民の皆さんとか議会の皆さんで何が一番東員町に必要か、そんなことを自分たちで決

定していく、そんな時代が必ず来ると思いますので、早く来るように。 

私どもは地方主権というのなら、一括してお金をくださいということを、今一生懸命国の

方へお願いに上がっておりますし、陸上競技場の利用と温泉つきの宿泊施設ということで、

トップセールスをさせてもらいました。町内業者はもとよりいなべ市、桑名市の大きな事業

所へ、何とか民間の手で陸上競技場を使っていただきながら、宿泊施設等もということで、

日本電送にお願いもしました。東員町の東洋ゴムにもお願いをしました。ベアリングにもお

願いをしました。特に陸上に力を入れてみえる企業にお願いをいたしました。しかしながら、

電送にとっては東員町の陸上競技場で練習をするというんですか、そんなことはないんで

すわ。日本では、私のところは最低でも北海道ですわと。それ以外は海外で練習をさせて

ますというお返事もいただきましたので、東員町には大変申しわけないけども厳しいです

と。 

ベアリングも長距離で一生懸命やってみえますので、東員町でとお願いもしました。ベ

アリングは桑名に陸上競技場がございますので、近いですので、長距離ですので、そこま



で走って練習をしておりますので、東員町まではなということもいただきましたし、東洋ゴ

ムもなかなか厳しいというような情報もいただきました。 

しかしながら、民間に頼る部分は民間でという考え方でございますので、これからもお

願いには上がります。トヨタ車体が長島町に宿泊施設を持ってみえますね。そんなような

ことをぜひお願いに上がって、新しいまちづくりに取り組まさせていただきますので、どう

ぞ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）   中村充男君。 

○５番（中村 充男君）   １番と２番とダブってご答弁をいただいたようでございまして、

四日市の水道局の水の件でございますが、ゆっくり話したいのですが、時間がありません

ので、早口で端折って話をさせていただきます。 

この間の集会に私、参加をさせていただきまして、入ろうと思いましたが、私、六把野で

住まいさせていただいておりまして、長深と山田と中上しか入れないと。どうしたらいいか

と。長深の人に言われて来たんやと言ったら、長深のところへ名前を書いて入ってくれと

いうことで、後ろでずっと最初から最後まで聞かさせていただきました。 

なるほど、両者納得する話でございますけれども、四日市市は払わない理由ばかり述

べている。こちらはこうやってしてやったやないかと、ああやってしたったやないかと、こう

いうことばっかり言っている。 

 ところが、これ以外に問題点が１つありまして、実は自分に名刺を刷ったわけでございま

すが、名刺の中に水道水源審議委員ということで自分は書いたわけでございます。ほか

のメンバー、どういう人がいるかということで、水道課へ聞きにいきましてメンバーをくれと

言った時には、担当者がいないのでもらえない。次の次、２日後に行きましたら、用紙をも

らいました。ここにいただいた第１号議員が門脇助雄東員町議会議長と、そして第１号委

員、山口一成東員町議会教育民生常任委員長と、議会からこの２人の名前が載っており

まして私の名前がない。この３月に就任させていただいているのに、ここに名簿がない。 

私は水道水源の審議委員だから、四日市市との市会議員や今の市長にパイプがある

から言っていこうと思って、何でこの私が出てくるんやということで、名刺には書いてある

けど委員名簿にない。これは有名無実なんですか。どういう役割なんですか。どういう目

的で立てられたか。水道水源なくして、こういう審議会、一回もされてません。時間がない

ので早急に答えてください。 



○議長（山口 一成君）   伊藤通数上下水道課長。 

○上下水道課長（伊藤 通数君）   お答えをさせていただきます。 

 水源保護条例の中に、水道水源に関する審議会の審議委員を推薦させていただいてお

りますけども、今年２月、環境審議会とあわせて審議会を一度開催させていただいており

ます。それとあわせてもう一度、年度内には審議会を開催させていただきますけども、そ

の段階では議会の選出としましてはその当時の議長、それと教育民生常任委員長という

形で、その当時の委員の名簿を作成させていただいておりますけども、今度、もう一度開

催する折りにつきましては、議会事務局からも話を聞かさせていただいておりますけども、

現在の副議長、それともう一人の議員の方につきましては、私どもの関係します総務建設

常任委員長の方を任命させていただいて、審議会を開催したいというふうに考えておりま

す。 

○議長（山口 一成君）   中村充男君。 

○５番（中村 充男君）   これは有事に指揮官がおらん、自衛隊がいないというようなこ

とと一緒でございまして、１日に３万リットルですよ、東員町からくみ上げておるにもかかわ

らず、ここ１年、２年、お金を振り込んでこないというのですよ。 

私、員弁川と朝明川を越えたところで商売をやっておりまして、２カ月、１期、２５～２７万

円の水道代を納めております。３万立米取っていかれて、私が住まいさせていただいてい

る東員町から水を盗んでいって、そして私の四日市の店に２カ月に１回、２５～２７万円の

請求が来るんです。イタリアで、盗まれたパスポートを自分で３万円で買わんならんという

ような泥棒市と一緒で、東員町で盗んでいった水を、なぜ東員町の人間が四日市で商売

をしていて買わんならんか。こんな理不尽はないということで、私は市長に対してものを申

したいし、いろんなことを言いたい。 

そしてこれだけの金額の水、実は漏れておることが５年たってわかった。下水道は使っ

てないので下水道代を返してほしいと言ったら、結局下水道代も返さない。根拠のない水

代は払えないと言っておきながら、こっちは根拠があるにもかかわらず返さない。行政が

盗んでいったものを売るというような、今そんなようなことをやっていて、ほっておくわけに

いかないというふうに思っておりますので、これは町として断固処置をしなければならな

い。 

私が水代を払わなかったら、すぐに止めにくるんですよ。こっちももらわなかったら、あ

の辺で切ってしまって止めるというぐらいの措置をしないと、これは解決しない。今までの

２年間だけでも払ってもらって、そして話し合いの場にやっと立てるというのが普通です。 



なぜ、こんなことに四日市市はなってきたかと言ったら、やはり事業仕分けのように、こ

の金はもったいない、要らんやないかと。自分たちの町で体育館を建てる、駐車場を建て

るでこれは要らん、これは要るというふうな仕分けならいいですよ。東員町という相手があ

りながら、これは要らんやないかと。それは通る話ではない。私はそう思っております。 

ですからこれは要らん、水代だけでもとグザグザしたようなことを言っておったらつけ込

まれるだけ。いくら小さな東員町といえども、山椒は小粒でピリリと辛いというところを、一

遍、町長として見せていただく必要がある。 

 私どもの店で板前がどんどん水を使うんです。もう水を出しっぱなし。言っても言っても

聞かない。そしてあげくの果て、野菜をさらすのに水をチョロチョロでいいというと、僕がふ

っと離れると、わざとダッと出す板前がおったのでクビにしました。けんかしました。一遍、

屋上へ来いと。３万円前借りさせてくれというので、これはチャンスやと思って上へ上がっ

てこいと。水道のタンクのところで、この３万円、今から破ってここへ捨てよと、おまえにや

るでと言ったら、本人は、これは大将、破ってほれませんと言うんです。おまえ、金はほれ

なくて、水道の水はほれるのか、この水も金やと、こういうことを言ったことがあります。 

これは水の戦争ですよ。今まで世界でも石油で戦争が起きてまいりましたけど、これか

らは水で戦争が起きる、食料で戦争が起きる時代でございます。この時に一遍、四日市と

の話をきちっとつけて、今までの努力された方々が並大抵の努力ではないということを、

向こうに知らしめる、わからしめる。これは町の行政しかないと私は思っておりますので、

ひとつ徹底的に。 

私はこの間、個人的に解決させてもらおうということで、長深のある方に相談して、自治

会長に申し出してもらいましたら、３自治会で共同でということでございましたけれども、何

もできてない。必殺仕事引受人ではないですけれども、私、解決の道一つわかっておりま

す。ですから申し出たわけですけども、おまえが出る幕ではない。なんせ、この審議会の

委員のメンバーにも入れてもらってない。中村充男個人、六把野の人間、関係ないやない

かと。山田と長深と中上やと、こう言われると何も出場がありませんので、ひとつ私に活躍

の場を与えてほしいと思いますが、この２月にと言われると、当て職でございますので副

議長が終わってしまう。終わったら、またもとのもくあみでございます。 

四日市の共産党議員が土地改良区の金も返せと、こういうようなことで提訴されたよう

でございますけども、これも入ってくることを見込んだ事業をしている。そういうことを人の

道として話し合えばわかることでございますので、ひとつ町長、水は大切やと。大切やけ

れども、東員町からは１日３万立米取っていく。内部川から１万立米やと。金銭にしたらこ

うやと。そんなのろこい話ではいけません。どれだけの人が、どれだけの思いを込めて協



力して今が成り立っているかということをよく説明して、ちょうだいできるものはちょうだいし

て、各自治会の事業にも差し障ってくるものですから、ひとつお願いをしたいと思います。 

 ３つ目でございますけれども、職員の教育について。 

 この間、人事院やら何やらの勧告で給料を下げると。私、町長と議員の給料を下げてい

ただくことには賛成しましたけども、職員の給料については反対をさせていただきました。

なぜかというと、職員の皆さんは公務員が一番安定している、公務員が一番いいと思って、

一生懸命学校時代から勉強して公務員になってきた。これが安定していると思っていたの

に、どんどん人事院やらが勧告するから給料が下がってくるのでは、仕事に士気発揚しな

い。だんだん下がっていく。 

だけども今、私の前に座っておられる方は、２～３人を除いてほかの人はみんな安定と

いうか、守りの態勢に入っているから、こういうような解決ができない。もっと挑戦的に活

躍してほしい。そのために私は人事院の給料を下げることを反対したんです。だけども多

数決でございますので、少し下がったと思います。下がったと思うけれども、皆さんが人一

倍勉強して公務員になろうと思って、いろいろ事前の努力をされてまいって、これからもや

っていただかなければならないということで、私はそうしているわけです。 

 そこで皆さんにお願いをしたいんですが、副町長、これは意識の改革が必要だと思いま

す。どのように教育を考えておられるか、あと６分しかありませんので、１分以内でお答え

ください。 

○議長（山口 一成君）   安藤修平副町長。 

○副町長（安藤 修平君）   中村議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 まず、先ほど、職員の人件費についてエールを送っていただいたというふうに受けとめ

をさせていただきます。かわってお礼を申し上げます。ご承知だと思いますけども、今回の

給与改定につきましては、若い世代のところは上がっております。高齢者というと語弊が

ありますけど、年齢の高いところが下がりまして、若い職員については上がっております

ので、ご理解をいただきたいと思います。 

 今の職員の教育でございますけども、申すまでもなく、地方公共団体に課せられた使命

は、国や県との役割分担の原則のもとに住民の福祉増進、これらを図ることを基本としま

して、地域における行政を、自主的かつ総合的に実施するものであります。 



町職員はこうした自治体の職員としての本旨に基づき、町民の福祉向上と公共の利益

のために、全体の奉仕者として努めていかなければならない責務を負っているわけでご

ざいます。 

これからの地方自治体は、これまで以上により積極的かつ主導的な役割を担うことが

期待されております。みずから考え行動する自治体へと変革を迫られております。そのた

めには、私たち行政は、地方自治の主体である町民の皆様と連携し、皆様の信頼のもと

に、地域に根ざした政策を担っていく必要があると考えます。 

行政運営には、「人」、「もの」、「金」、「情報」、「時間」、この５つの資源が必要とされ、

特に「人」が一番重要であると言われています。組織における人材、すなわち優れた能力

を備え、組織目標の達成に貢献できる職員を育てることが最も大切であり、これからの行

政にあっては、少数精鋭主義による効率的な行政運営を担える人材を育てることが肝要

であると考えております。 

私どももいろいろと研修を受けさせていただいております。全国の市町村の職員と交わ

る研修も受けさせていただいております。市町村職員中央研修ということで、東京へ全国

から職員が集まってまいりまして、いろんな情報交換とか、勉強ももちろんですけど、そう

いうものをさせていただいておりますし、自治大学校というところへも出させていただいて

おります。できるだけ職員を育てたいという思いは大変重要だと考えておりますので、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）   中村充男君。 

○５番（中村 充男君）   発想の転換とか常識の転換、感性を磨く教育、これに力を入

れていただく。例えばこれからたばこが幾らか上がるんですが、一時３００円が６００円に

なる。こういうような時に、春風が吹くとおけ屋がもうかるという方式でいくと、たばこが値

上がりすると、やけどが多くなるんです。もうずっと手にやけどするまで吸わないともった

いない。やけどしたものが何やというと、皮膚科がもうかるだけ。皮膚科へ行くと、やはり

保険で金を使うんです。町でたばこ課というのをつくって、コンビニで買ったらあかん、本

部へいってしまう。１億２，０００万円も、今たばこの税金が東員町へ入っているんです。こ

のたばこに力を入れてもらって、寒いところでたばこを吸ってる人もおりますけど、たばこ

を吸っている人は大事にしてもらって、たばこの税収を上げるために、たばこ課をつくって

もらって、たばこをあちこち売りに行ってもらいたいと、これぐらい思っているのです。 

そういうユニークな発想をしてもらって、味の素でももっと売れないかといったときに、１

社員が穴を大きくしたらドッと入るやないかと。この人は部長にまでポンと平社員から上が



りました。こういう発想の転換を望むものでございますので、町長は対外的に、副町長は

対内的に、内部の教育を充実していただくよう切に要望いたしまして、私の演説会を終わ

らせていただきます。 

 ありがとうございました。 


