
○５番（中村 充男君）   おはようございます。 

 上手も言えませんが、うそも言えない中村充男でございます。 

 この議席をいただきまして、はや４年がたとうとしております。いよいよ最終議

会でございますが、今まで私なりにいくつかの質問、そして提案をしてまいりまし

たが、遅々として、スカッと実行されたことが余りないような記憶でございます。

これからもっとスピーディに形にあらわしていただきたいなということを切にお願

いをいたしまして、それではまず１つ目の諸施設の設計及び入札について、副町長

にお尋ねをしたいと思います。 

 これは前回の９月議会でも質問をさせていただきました。笹尾西小学校のプール

新設に当たりまして、プールができ上がった途端に学校のトイレの水が流れなくな

った。その時に違う町内の業者を使って試掘をされ、原因がわかって、改修をされ

たわけでございますが、その質問をしました。 

 そしてまた、笹尾第一保育園・幼稚園の保幼一体化になったところのテラスを新

設する、これ保育園費と幼稚園費、それぞれ５１４万円で１，０２８万円のテラス

をつくる。１億円相当の建物を建てたばかりに、１，０００万円以上のテラスをつ

けなければならない。子どもたちのシューズボックスが雨で濡れる。これはおかし

いんじゃないかと、設計の段階でそれがわからないのかどうか、これは税金の無駄

遣いではないかというふうな質問をしました際に副町長は、入札はちゃんと規定ど

おりやっておると、こういう答弁でございましたけども、私は入札の問題を言った

わけではないのです。 

 前回いくつか質問をいたしましたので、時間の関係上、もうそれで黙ってしまっ

たんですが、テレビをご覧いただいておった方々が、「あれは何や」と。「中村充

男、ロンドンで質問したことをパリで答えているようなことやと言っておったけど、

そのとおりで何の質問の答えになってないのに、何でおまえやめたんや」と。「も

う一回質問しろ」と、こういうことでございますので、私の通告の仕方が悪かった

のか、その質問に答えてもらってない。 

 別の業者だから支払いは当然、こういう答弁でございましたが、一つのプールを

つくって、それで不具合が起きたら、そのプールをつくった業者に一度試させる。

そして悪いところを直させるというのが本来じゃないかと。違う業者に頼んだから

支払いは別々で当然、これは皆さんから預かっている血税を無駄に使っていくこと

になるんじゃないか、こういうことでございますので、そうした私の質問の内容に

対する答えをひとついただきたい。 

 それから保育園・幼稚園のテラスが完成しましたが、役場の部長、課長の皆さん

で完成してからあのテラスを見ていただいた方、何人いらっしゃるでしょうか。大

変ご無礼ですが、完成してから見ていただいた方、手を挙げていただきたいと思い



ます。（挙手あり）ただ二人。これだけの偉いさんがみえて、たった二人しか見て

おられない。私は残念に思いますね。 

 そしてやっと完成したのが、本来今月の２５日完成予定だったのが、おとといぐ

らいに完成したと言いますか、子どもたちがそこから出入りできるようになったよ

うな感じでございます。ちょこちょこ見に行っておりましたが、なかなかできない。 

 私、あの完成したテラスを見てびっくりしました。１，０２８万円。ずっとＬ型

という説明を受けておったんですが、靴箱の上だけちょこんちょこんとあって、あ

の建物にふさわしくない。非常にうっとうしい。保育園児は小さいからいいという

ものの、ちょっと背の高い人が行ったら、くぐっていかないとあかんようなひさし

ができて、そら地震では大丈夫かもしれませんが、あの建物にあれが合っているの

かどうか。私は非常に不自然だと。 

 よく新聞を見ておりますと、トイレも風呂も、水周りが全部ついて１件８８０万

円というような家が売りに出されているのに、あのテラスで１，０２８万円、どこ

にどうなっているのだろうか。頼んで発注したからそれでいい。見もしない。そう

いうところもひとつ副町長、どのようにお考えか、ご答弁をお願いします。 

○議長（山本 陽一郎君）   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。 

 諸施設の設計及び入札についてということで、ご質問をいただいておりますので、

まず基本的な考え方について、お答えをさせていただきます。 

 諸施設の設計及び入札につきましては、まず建築物の設計監理でございますけど

も、これは専門的な分野でありまして、知識が豊富な建築専門の業者にご協力いた

だき、担当課と協議を重ね、町の思いを盛り込んだ設計監理をお願いしているとこ

ろでございます。 

 工事の入札につきましては、本年６月から受注機会の公平性及び入札事務の透明

性の拡大並びに業者の受注意欲の尊重を図るため、特殊工事を除きまして、一般競

争入札を行っております。 

 この一般競争入札につきましても予定価格、今までは１，０００万円以上のもの

を一般競争入札で実施しておりましたけども、６月から１３０万円以上のものに拡

大をして試行をいたしております。 

 一般競争入札につきましては、入札に必要な事項を公告いたしまして、参加を希

望する者が平等に入札の存在と内容を知り、必要な準備ができるよう配慮するとと

もに、発注者として最も注意を配りますのは、必要な参加要件でございまして、予

定価格の区分ごとに地域条件や経営事項審査の総合評点値、工事実績などを定め、

参加要件の明確化と事務の合理化に努めております。 

 基本的な事項につきましては以上でございます。 

 質問の中で、個々にいろいろいただきましたので、お答えをさせていただきます。 



 まず笹尾西小学校のプールの排水路の件でございますけども、トイレの水が流れ

ないという事実でございました。原因は排水路が詰まっておったということでござ

いまして、工事施工中に建設機械等の出入りがございまして、陥没して詰まったも

のではないかと推測をいたしております。 

 これの復旧でございますけども、復旧工事を担当しましたのは、プールを設計し

た設計業者、設備を設計した設備を担当する業者と、請負をいたしました業者が責

任を持って復旧に当たっております。ですから議員言われましたように、ほかの業

者を町が頼んだということではございません。あくまでも請負業者が責任を持って、

町内の業者を頼んで復旧に当たった。ですから請負業者がその費用も負担をしてお

ります。町は一切負担をしておりませんので、誤解のないようにお願いをいたしま

す。 

 もう１点、笹尾第二保育園・東幼稚園のご質問でございますけども、設計に当た

りましては、先ほど申し上げましたように、担当者と設計業者と当町の思いを協議

をして、基本的な設計を決めるわけでございますけども、その中には設計業者の思

いと言いますか、意匠を書くのに設計業者の思いも入ってまいります。 

 その辺のところ、担当課のほうと協議をいたしまして、基本的な平面図と言いま

すか、計画図を決定するわけでございますけども、おおよそのことができますと、

保育園・幼稚園の場合ですと父母会とか保護者会とか、現場の保育士を交えて協議

もいたしております。 

 笹尾第二保育園の場合、ご覧いただくとおわかりですけども、ほかの保育園・幼

稚園にはない外側に廊下もついております。その辺のところでひさしというんです

か、テラスもカバーできるものとして、ああいう形で建築がなされていったものと

考えております。 

 従来の少し以前の保育園・幼稚園の建物ですと、まず廊下がありません。保育室

から直接テラスという形でございますけども、第二・東の場合は、若干異なった設

計と言いますか、建て方になっております。もう１つ、中廊下もついておりますし、

天井も高いということで、居住性をまず第一に考えて設計をされております。です

から予算的にも、ほかの今までの保育園・幼稚園よりは大分高くはついております。 

 ひさしですけども、確かに外側から、運動場から出入りということをやりますと、

雨天の場合は必要になってくる、傘のかわりにテラスが必要であるというのは事実

でございまして、その辺からまた保護者、保育園の保育士、幼稚園の教諭等からも

意見が出まして、今回の予算をお願いをしたわけでございます。６月に予算をお願

いいたしました。それぞれ保育園と幼稚園と合体でございますので、予算は目的別

につけるというか、編成を行うということでございますので、それぞれの課目で分

けて予算化をさせていただきました。議会での説明につきましては、トータルでの

金額を説明させていただいていると考えております。 



 ひさしが全部ついてないじゃないかということでございますけども、建築基準法

上の問題でございまして、建築基準法では防火避難規定というのがございまして、

附属建屋についての規定がございます。これは火災予防と言いますか、消防で言う

防火対策ですけども、建築基準法上ではどうも防火避難規定というようでございま

して、これに附属建物も取り扱いに関して規定がございます。大規模なものになり

ますと、既設の建物自体のほうの防火対策も必要になってまいります。簡単な防火

対策でいいのかというと、そうではなくて、非常にお金のかかる対策を行わなけれ

ばならないということでございます。その辺もクリアして、既決予算の範囲内で実

施をさせていただきました。 

 その辺は桑名建設事務所の建築許可の担当課と打ち合わせを行いまして、小規模

なものであれば、附属建物自体の防火対策を行っておけば、既設のところの防火対

策はそんなにしっかりした対策は必要がない、防火できる設備でいいということで

ございますので、苦肉の策といいますか、それぞれの小規模な建物と判断していた

だける範囲内で、あの形をとらせていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   中村議員。 

○５番（中村 充男君）   ありがとうございます。 

 まだまだちょっと私、腑に落ちないのですが、請負業者が支払ったと先ほど言わ

れましたが、前に答弁された時には別途払ったということでございましたね。そう

変わってきましたね。 

 それから私たち議員がみんな行って、ここからこういうふうにテラスをつけるん

だという説明の時には、全長７０メートルでこういうことと言ったのに、建築基準

法が今ごろ出てきて、ポツンポツンとやっておると。そしてまだできたばっかりの

幼稚園・保育園と言ったらいいのか、保幼一体化でございますので、あそこの先生

方、雨が降るとあちこち雨漏りがして、一生懸命そうじをしていらっしゃる。何を

しておるのかなと思ったら、雨が漏る。そんなような、これはもう完璧なものでは

なかったのではないかと、私そういう気さえするんです。 

 そしてやっぱりちゃんとした参加要件は、こういうふうにしましたどうのこうの、

そうじゃないんです。ものを頼んで設計できた時点で、靴が濡れないやろうかとい

う協議をしないのかどうかということを言っているんです。設計ができてきたら、

はい、これ入札へポイとかけた。使ってみたら、何や子どもたちのくつ箱がベタベ

タやと。これはあかんで、ひさしをつけなあかんと。こんなことでは税金の無駄遣

いになっていくので、初めからそうしたものを、中廊下をつけたら外廊下はいいん

です。そういう機能は機能であれですけども、実際ああいうふうに屋根の上にポコ

ポコ明かり取りか何かをつけると、やはり雨漏りの原因になることは当然。そうい

うものをちゃんとチェックして、どの課がチェックするのかわかりませんが、そう



いう機能は保育園の園長先生なり、園の先生方々と協議をして、こういうふうなも

のができ上がったけどもどうだろうかと、使う者の意見も聞く。こちら側からは予

算も言う。そしてよりよいものをつくって、後でちょこちょこ手直し。 

 私は原発の事件を言いました。次から次に手直しするためにアメリカの業者に金

をどんどん払っていくようなやり方はおかしいということを言っているのであって、

入札要件が合っているか合ってないか、そういうことを問題にしているんじゃない

んですね。副町長、私はこれから東日本の復興税が上がってくる、保険が上がって

くる、税金が上がってくる、消費税が上がってくると、税金が上がることばっかり

言ってる、保険料が上がってくることばっかり言ってる。しかし官僚や行政側が皆

さんの税金をノーテンキに使うようなことをやっておったんではあかんがやという

ことを私は申し上げているんです。 

 その点、副町長、もう１回、入札を厳正にやっているかやってないかということ

を言っているんじゃないんです。厳正にやっていても、隣の桑名市ではいろんなこ

とが起きております。これも私、後ほど言いますけど、私の問題点と副町長の答え

ようとしておられる問題点は違うんです。だからそうした設計ができてきた段階で

機能のチェックをして、よし、これで入札にかけるという、その前段階のことが不

十分ではないかということを言っているのですが、どうですか。 

○議長（山本 陽一郎君）   副町長。 

○副町長（安藤 修平君）   お答えをさせていただきます。 

 その前に１点だけ、私が申し上げたいと思っておりましたところが抜けておりま

したので、お答えをさせていただきます。 

 予算額は１千何十万円でございますけども、第二保育園・東幼稚園のひさしとい

いますか、テラスの件ですけども、参考のためにお聞きいただきたいと思うんです

が、入札の結果は６３７万１，０００円でございます。 

 今の質問の中でプールの件でございますけども、言い方が変わってきたというこ

とでございますけども、変わっておりませんので、お答えをさせていただきます。 

 手元に９月議会の答弁の議事録がございます。そこで私が答えておりますのは、

その修繕につきましては、トイレの水云々もありまして、緊急に処理をしなければ

いけないということで、町内の業者にお願いをしておるようでございますけども、

それらの費用につきましては、あくまでも請け負った業者が負担したということを、

設計業者のほうから聞いております、という答えをさせていただいておりますので、

答弁が変わってきたということではございません。もともと請負業者が支払ってお

りますし、当然、請負業者が復旧すべきものでございまして、それの負担は元請け

の業者と言いますか、プールの施工を請け負った業者に負担をしてもらっておりま

すので、誤解のないようにお願いをいたします。 



 設計の段階で云々ということでございますけども、先ほども答弁させていただき

ましたように、設計者と保護者会、保育園・幼稚園の園長と担当課とで協議をして、

ああいう現在の形を決定させていただいております。 

 げた箱が外にあって、当然濡れるじゃないかということでございますけども、あ

のげた箱もそこに固定されているわけではなしに、移動もできるげた箱でございま

して、簡単にできるということではございませんけども、その辺もあって、ああい

う形に決められたものと考えております。 

 施設といいますか、設計をする段階で、もっとしっかり協議すべきじゃないかと

いうことにつきましては、あの施設に限らず、すべてのものについて、中村議員の

おっしゃることは当然のことでございますので、それはこれからも私どもも協議を

して、しっかりとした建物というか、施設をつくっていきたいということは考えて

おります。 

 ただ、雨漏りがボタボタとかどうかというのは、だれも最初から意識してそうい

うものをつくるわけではございませんので、協議をしても、結果的にそういう事態

が生ずるところもございますので、この辺もご理解をいただきたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   中村議員。 

○５番（中村 充男君）   答弁が、それはちょっと。初めから不良品をつくる

つもりはないと。車でもそうです。リコールがあったって、初めからリコールされ

るような車をつくろうというような会社はありませんよ。だからそういうところを

もっと厳重チェックして、業者もチェックしてやるのが行政じゃないですか。初め

から雨漏りするようなものをつくろうとしてないと。当たり前のことですよ。ばか

な答弁はないですよ。時間稼ぎの答弁はやめていただきたい。 

 裸足で登園する子どもは誰一人おりません。靴箱は雨降りは中で、外でと、そん

なようなことができるのなら、あんな６００万円、８００万円かけて、初めは１，

０００万円以上、それがあの状態で、何で１，０００万円だと言ったら、実は６０

０万円ばかりしかかかってない。それは何かおかしいですね。どういう計算が立っ

ているんですか。 

 桑名市の例をとってみますと、私、逮捕された尾崎さんという方、３０年も３５

年も前からおつき合いさせてもらっています。今の市長のお父さんが参議院、その

前の県会議員の時から僕はおつき合いさせてもらって、出入りさせてもらってまし

た。彼はやはりうまいんです。庁舎内をうろうろして入札価格を聞く。逮捕された

人、５２歳、５６歳ですよ。部長や課長はだれもそんなことしない。５２歳、５６

歳といったら、もう１ランク課長になりたい、部長になりたいと言ってるような人

をねらって、あれが教えてくれた、市長にこそっと車で運転している時に言ったら、

あいつはいいやつやぞと言ってもらったら、次は課長に、２人のうち１人、どっち



かなると言ったら、僕のほうがしてもらえるかなと思って、私は言ったということ

を証言しておりますよ。 

 今の水谷町政も、町長はいいか悪いかで判断することが少ない。好きか嫌いか。

職員も議員も。そして自治会の会長あたりも、好きか嫌いかで判断されたら、たま

ったもんじゃありませんね。いいことを言っていても嫌いやったらやめなんですよ。

好かれようと思って、一生懸命そういうふうになっていくと、桑名市の二の舞がで

きないか、私は心配しております。正しいものは正しい。いけないものはいけない。

「良薬口に苦し」と言いますが、もっと苦い人たちを自分の周りに置いて薬にして

いくとすばらしいまちができる、私はそう思っております。 

 もう３０分たちましたので、時間稼ぎは終わらせていただきますが、どうぞひと

つ皆さんからいただいた血税を徹底的に考えて、ノーテンキで使わないように、ひ

とつお願いをして、次に行かせてもらいます。 

 北勢線の存廃とまちづくりについてでございますが、町長にお尋ねします。 

 これは去る８月４日の伊勢新聞のトップ記事、ご存じだと思います。東員町長が

このように、沿線市町の東員町が平成２５年度以降は運営資金を拠出しない方針で

ある、こういうことを言っておられますが、桑名市の市長、いなべ市の市長は、北

勢線を残していくことで頑張っていくというようなことを、あちこちであいさつさ

れておる。この北勢線、阿下喜から桑名までの間、真ん中の東員町が補助金を出さ

ないということになって運営資金を出さん、こういうふうになってくるとどうなる

んでしょうか。 

 町長のお考えをお願いします。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   おはようございます。 

 今の北勢線のことに関しまして、お答えを申し上げたいと思います。 

 もう経緯はよろしいですね。今の伊勢新聞の記事に関しましては、議会ではない

のですが、前にも申し上げましたが、これは伊勢新聞の勇み足でございまして、伊

勢新聞社に対しましては抗議を申し上げました。 

 私は今の段階で支援するお金を拠出しないということは申し上げておりません。

今、運営協議会・幹事会におきまして、慎重に議論をしておりまして、その結果を

今年度の来年、要は２月か３月かに開かれる運営協議会において、その方向性を決

めていくというものでございまして、まだ決まっているものではございませんので、

よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（山本 陽一郎君）   中村議員。 

○５番（中村 充男君）   私は、この三岐鉄道北勢線は、病気で言うと、糖尿

病路線と思っておるんです。糖尿病にかかりますと、最初アマリールやらメルビン

やらという薬を飲んで血糖値を下げるんですが、２錠、３錠飲んでいる。そのうち



にどんどん悪くなって、５錠、６錠と、錠剤が増えていくんですね。何もしないと

やはり悪化していく。 

 この糖尿病を治す薬が補助金だと思っております。２粒、３粒が５粒、６粒に増

えていく。補助金が少しずつ増えていく。そしてこの１２号、１５号台風で、朝明

川の橋脚が倒れて傾いた。これを直すのに１２月の補正予算で、東員町が１０分の

１の負担金をということで出てまいりましたが、これは血糖値を下げる薬ではなく

て、血圧を下げる、コレステロールを下げる薬なんですね。余分にかかってくる。

糖尿病患者が全部で１０錠飲んでいる。糖尿病、どんどん何もしないと進んでいっ

てしまうわけです。 

 阿下喜から西桑名までの線路なんですが、いなべ市も藤原町、大安町の方は、本

線の富田までの三岐鉄道が走っているわけです。ほとんどそれを利用しておりまし

て、こっちの北勢線は利用してないから、もうこんなもの、切ってもらえという意

見が出ております。そうすると、今のうりぼうがあるところの大泉が終点でいいと、

ほかはバスで走らすんだと、こういう意見が出てきたときは、これは歌手の村田英

雄さんではありませんが、壊死、向こうはポツンと切ってしまう、片足を落とさん

ならん、壊死になる。そして終点は大泉。そして負担金をいなべ市は減らしていく

方向を考える。 

 そうすると、何か人間の病気と北勢線がよく似ておりまして、じゃあ糖尿病は治

らないかというと、やはり医者が治すのではない。本人が治す。朝晩１５分ずつ、

３０分ずつ運動すると、徐々に薬が減っていく。８錠が６錠になり、５錠になり、

一生懸命運動し、食べたい物を少し抑えていくと、だんだんと回復してくるんです

ね。 

 この北勢線、食べたい物を食べた。みんな黄色の電車に塗り変えた。黄色の電車

になったで乗ろうかという客はいない。駅がきれいになったから乗ろうかという人

も少ない。三岐鉄道はみんなまっ黄色に塗ってしもて、逆に前のままの電車のほう

がレトロで、一遍乗りに行こうかという人がいるかもしれない。食べたい物を食べ

る患者はだめなんですが、食べたい物を抑えていく、黄色に塗りたいけども、あの

ままで辛抱しよう。駅舎も少し改修してというのが、全部きれいになりました。そ

ういうふうなことをやっていくと、だんだん補助金が増えていくわけです。 

 だから私は企業診断士としての医師として判断した場合には、これは糖尿病路線

だということを思うわけです。 

 だからここはひとつ東員町は真ん中に挟まれておりますので、東員町としての独

自の考え方を町長はしっかりと頭に刻んでいただきたい。駅舎をつくるに当たりま

しても、東員駅の整備で１億１，９００万円、穴太駅の整備で８，８００万円、東

員駅の北の駐車場のために３，７９６万円、これがまた余分にかかっておる。これ

でこういうふうに次から次へやりたいこと、食べたい物を食べていく、やり方をす



ると、いなべ市は多分大泉で終点の駅に言ってくるだろう。私がいなべの市長なら

そう言います。私が東員町の町長になったら、「東員駅と穴太駅を急行で通過して

ください。補助金は払いません」、こういうことを言うということを町長にも言い

ましたね。 

 だけど今、私鉄が全部だめかというと、東京のほうですと、西武鉄道をはじめ小

田急、いろいろありますね。大阪へ行くと、阪神、阪急、南海、いろいろやってま

す。名古屋やったら名鉄。近鉄は名古屋に入るのか、大阪に入るのかわかりません

が、皆さん企業努力をしているんです。富士急ハイランド、富士急行がつくって、

そこへ行くには電車に乗らなあかんようにしている。デパートをつくる。ショッピ

ングセンターをつくる。テーマパークをつくる。学園をつくる。団地をつくる。こ

ういうことの企業努力を私鉄の会社が独自でやり、そしてその電車に乗らなければ

ならない仕組みをつくって、私鉄が生き延びているわけなんです。 

 だからこの北勢線を生き延ばすために補助金でというのではなくて、医者として

は薬を全部カットしてしまうと、その人間は倒れなければならないけれども、上手

に指導して薬を減らしていく方法は、各市町も努力しなければいかん、このように

思うわけです。 

 ですからこの前、１１月１３日でしたか、農業商工祭、すばらしい天気でたくさ

んの方々が来てみえた。皆さんが知恵とアイデアを絞って、すばらしいものができ

上がっておりました。この祭りを何であんなところでせんならんのやろう。私はこ

の役場から、あの駅の間にああいうものがあって、電車ででも、皆さんが参加でき

るようにしたら、必然的に電車に乗る人が増えるんじゃないかということも思うわ

けです。 

 それで今度、ガラスの温室ハウス、先般説明を受けました。一番西の水耕棟を壊

して駐車場にしたい。今現在、駐車場が欲しいと思いますし、要ると思うんです。

あのハウスを壊して、車がとまるところを、この役場と文化会館の間のアーチのよ

うなゲートの上からずっと眺めると、あそこが壊れたイメージを考えてみたんです。 

 これはランチェスターの法則という、商売の法則があります。私はショッピング

センターで販売促進をやってまいりました。隣のショッピングセンターがＢ１、Ｂ

２のチラシを打つならうちはＢ１を打て。チラシが大きいほうへ客は流れる。店舗

も大きいほうへ流れる。こういうのがランチェスターの法則です。これは戦争の原

理でもあるんですが、商戦ですから、アメリカの飛行機が５基、日本の飛行機が３

基戦うと、日本の飛行機が３機墜落したときにはアメリカの飛行機は何基残るか。

ルートの計算なのです。（ルート２５）－（ルート９）でルート１６、４×４＝１

６、日本が３基全部全滅したときに、アメリカの飛行機は４基残るというランチェ

スターの法則。 



 それが、あのガラスハウス１つ壊すことによって、何かちょこっとしたそこらの

ハウスになってしまう。それよりも先般、山口議員が説明の時に一生懸命尋ねてみ

えました、あれを壊すのにいくらかかるのか、駐車場にするのにいくらかかるのか。

ほんなら、その手前の田んぼを分けてもらって駐車場にしたほうが安くつかへんか。

そして道の駅でも何でもかんでも使えるような、もっとまちづくりのためのものを

つくったらどうかということを提案してみえたと思うんです。 

 そこで朝市をやる人が困る。１カ月にたった２回、それも２時間程度の４時間し

か使わないものに１つの棟屋を壊して駐車場にする。朝市も結構、そしてフリーマ

ーケットも結構、劇団いなべ川が練習するのもええやないか。いろんな人が使える

ものにしてしまう。そしてあそこから駅までの間を、東員町の１つのテーマパーク

として、何でもやれる、農業商工祭、年に１回、１日だけやなくて、月に１回やっ

てもいいじゃないですか。あのパワー、そして町長が提案された町民ギャラリー、

役場の入り口、毎回見させていただいておりますが、すばらしい作品がある。ああ

いうものが、ああいうところにいつ行っても見られる、そして即売している。 

 この間、花卉クラブさんなる方が一番東側を使ってみえますが、あの農業商工祭

ですばらしい寄せ植えを売ってみえた。安いので買おうと思ったら売約済み、これ

も売約済み、一つも買えなかった。だけども、あの花卉クラブさんの自分たちで育

てた花で寄せ植えをして、そこへ東員の陶芸クラブの皆さんが鉢でもつくってコラ

ボをする。東員の癒しスポットができるじゃないですか。皆さん喜ぶ。 

 そして今、トンネルができまして、東近江の方々がなばなのほうにようけ来てま

す。帰りに買っていこうや、行くときに、帰りではみんな売り切れておったらあか

んで、行きに１つ買っていこうやと、立ち寄っていただくような道の駅なり、そう

いうイベントのスペースを駅からこちらに考える。 

 もしあそこに医者がどんとできて、駅のホームで予約ができるようなボタンがつ

いておったら、すぐ車いすでそのまま病室へ入れるような、診察室へ入れるような

医者ができたら、北勢線に乗るなと言っても北勢線に乗ってきますよ。だから電車

に乗らなければならない仕組みをつくる。 

 朝市のために駐車場を壊す。朝市のために予算がつかなかったので自分たちで金

出すわ。何でもいいや、やってしまう。東海農政局の許可も取らずにやってしまう。

それは大事なことかもしれません。けれども、そんな小さなことでやってるよりも、

朝市にもどんと人が来てくれる仕組みをつくる。東員町へ皆さんが金を落としに来

る仕組みをつくることをもっとマクロに、観光協会も商工会も、いろんなクラブ、

輪になって知恵を出して、こういう施設をつくることが町長の仕事だと思うんです

が、町長いかがですか。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 



○町長（水谷 俊郎君）   今、議員いろいろ述べられましたけども、そのとお

りだというふうに思って聞かせていただきました。 

 ただ、さっきの朝市のために水耕棟を壊して駐車場にするのではなくて、あの建

物はもともと数年前までは使われなくなっていたもの、それをボランティアの方々

がもったいないじゃないかということで、何か使い方はないかという工夫を今して

いただいておりまして、まだどういう使い方をしたらいいんだという、その途中経

過ではないかなというふうに見させていただいております。 

 その中で、水耕棟につきましては耐用年数も来ており、あるいはなかなか使われ

る予定がないということで、駐車場もないということで、壊したらどうかというこ

とで、これが東海農政局にも、今相談に行っていると聞いております。 

 また、北勢線に関しましては、私も議員と同じような考え方を持ってまして、補

助金というのは確かに私は麻薬のようなものだと。補助金が入っているときは元気

になる。だけど補助金が切れたらすぐに弱ってしまう。これが補助金の性質である

と思っておりますので、そういうところもしっかりと考えて、今後の対策をとって

いきたいというふうに思っております。 

○議長（山本 陽一郎君）   中村議員。 

○５番（中村 充男君）   ぼちぼちといいお考えを浮かべていただいておるよ

うでございまして、将来が楽しみでございますけれども、使われていないものを使

っているんだと言われますけど、これは私に言わせれば花卉クラブにほっつけてお

る。皆さん、花卉というと器みたいに思うんですが、花を育てるのには肥料も要る、

そして水も要る、光も要る。あそこに器にポイと花卉クラブ使えよと、使っている

じゃないかと、有効利用しておるやないかという役場の弁明のために花卉クラブが

利用されているように私は思えてならない。 

 だから花卉クラブさん、ほっておいたらやるかという意味ではない。花卉クラブ

の方々に花いっぱい運動もやってもらっている。その人たちに肥料も提供する。水

も、温かい光も当ててもっと育てていって、東員の癒しスポットができるように。

花卉クラブにおんぶに抱っこじゃなくて、花卉クラブに専属の職員をつけてでも、

もっとあれを大きくして、コケ玉のつくり方のクラスを開くとか、そして寄せ植え

の講習会を開くとか、花のつくり方、いろんなことでできるはずなんです。 

 あの寄せ植えの鉢、私いつも「庭の鳥」という亀山のグループがありまして、創

作盆栽の会でいろいろやっているんですが、本当にすばらしい花鉢ができておりま

した。みんな予約で買えなかったのが残念ですけど、ああいう人たちの力をおかり

して、民間がそういうパワーを出し、それに行政がパワーの上乗せをして東員町の

魅力をつくり、町内外に発信するともっと寄ってくる。 

 だからあっちこっちでポツリポツリやなくて、フリーマーケットにいつでも使っ

てください、普段、どこかの集会所を詩吟のクラブが使う、三味線のクラブが使う、



そういうふうなことで取り合いしてますけども、そのようなものを駅からここの間

にどんとつくっていろんな方が、そしてあの水耕棟、中身を取ってしまって、北側

の壁面を取ると、車も入ります。朝市の時には、そこへみんな車を入れてもらえば

結構。そして雨が降ってきたので、フリーマーケットをやっている人たちがテント

を張っているのを、今度こっち、あの中でやるとか、何でもできるような使い方を

する。 

 全部壊して駐車場にする。何かのときにはテントを借りてきて立てる。そういう

アナログの世界は終わりですよ。マルチでやっていただく。そして皆さんがあそこ

に行けば何かやっている、何か珍しい物が買える。今こういったような時代は、安

い物をどんどん売るだけでは、もう人が寄ってこない。多少プレミアがついて高く

てもよい物を買おう。人の持ってない物を買おうというような趣向に変わってきた。 

 ですから今現在のそういうものをよく考えて、特にあそこの一番東を花卉クラブ

さんが使っていただくとしたのなら、あそこを拠点に、もっと皆さんが寄ってきて、

鉢植えの講習なり、コケ玉の講習を受けに来る。前の大きな木なんか切ってしもて

駐車場にすれば、あそこの中、平地にして、北側の壁面だけ取ったら、車ぐらいい

くらでも入ります。関係者だけずっと入れてしまえば、ようけ来客用の駐車場もで

きます。とりあえずはそういうふうにしてからでも、やっていくというお考えはあ

りませんか。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   花卉クラブの使っていただいています花卉棟でござ

いますけれども、ほかでやっていただいていたものを、あそこへ来ていただいてお

る。ほっつけているわけではなくて、町民の皆さんと行政の協働で行っております

ふらわぁ～びれっじ運営協議会において、花卉クラブと一緒になって、あの施設を

どう使ったらいいかということを、先ほども申し上げましたように、完全なものに

する途中の経過でございまして、決してほっつけているわけではございません。建

設産業課の職員もその中に入って一緒に考えておりますし、また、回数は少ないか

もわかりませんけれども、園芸教室も、あの場所で開かせていただいております。 

○議長（山本 陽一郎君）   中村議員。 

○５番（中村 充男君）   冒頭に議長が真摯な議論を交わしていただきたいと

いうことでございますので、真摯な気持ちになっていただいて、いいことはいいと

いうことで取り組んでいただきたい。 

 いよいよこれで最後の議会でございますが、来年１月３１日告示されます議会の

選挙でございますけれども、雨後のたけのこのごとく、予想によりますと、東員町

始まって以来の候補者が出る。どうも郵政民営化に反対した時のような刺客を送る

ようなやり方の選挙になってきまして、町長室改め戦略室に変えたのが、この戦略

だったのかな、私は勝手に思っておるのでございますが。 



 最後に忠告と言いますか、私残念なのは、町長の今の早く一遍何とかしたいとい

う、町長になったので、これもやりたい、あれもやりたいというはやる気持ちはわ

かるけれども、これはひとつもうお顔は若いけれども還暦ですよ。還暦ということ

は、一遍一から出直して、見直してやるということでございますが、私、本当に張

り合いがなかったのは、６月定例会に副町長を二人にしたい、そういう意向をお持

ちになって、議長と相談して、２人でこそこそと議員の数集めをし出した。中村充

男筆頭に５名の議員は蚊帳の外に置いて数集めをしたが、しかしちょびっと足らん。

あの議員を一遍うどんでも食わせたら、こっちに来るかわからん。一杯飲ませたら、

こっちへ来るかわからん。そんなようなことで、これもアナログの世界のやり方で

やってきた。しまいには７人集まった。こっちは５人。そしてあとの２人は共産党

の議員団、これも引っ張らんとあかん。いろいろお話しされたけれども、天下の公

党、共産党が財政や行政の改革に賛成しても、それに真逆なことに賛成するはずが

ない。そしていろいろやられておったけれども、こういったものをつくりたいから

副町長を二人にして、こうしたプロジェクトチームを立ち上げてやりたいというこ

とを、議会に誠意をもって説明をされて、こういう問題はやるべきであって、こそ

こそと一部の、これならこっちに来るだろうというような格好のやり方は、やはり

禍根を残す。そしてそれに反対したら、一遍こいつを落とせ、中村充男を落として

しまうと４～５人味方を得たみたいなものやというようなことになってくると、こ

れは町長の思惑と外れるかもしれません。そう町民の皆さんは甘くはない。 

 自分の給料を２割カットするから町長になりたい、ならしてくれ。これは行財政

改革の一端かと思いきや、当選なさったら急に、給料は２割カットするけどボーナ

スは違う、こういうようなことで本気で行財政改革をやる気があるのか、私は疑う

ところでございます。 

 ところが今度、副町長をもう一人、どうしても入れたい。１，０００万円以上か

かる副町長をもう一人入れて、自分の給料の２割、わずかにカットして、それで財

政の改革ができるかどうか。今度また何かインターネットを見ると、行財政改革か

何か、メンバーが発表されておりました。あなたの運動を一生懸命やっていた方の

顔ぶれがみんな載っておりました。本気で行財政の改革をするなら、反対を打って

おった人を入れたら明日の日にでも改革はできる。自分の派というと悪いですけれ

ども、応援していた人ばっかり集めて行財政改革をやろうと思ったって、なかなか

できるものではありません。本気でやる気になったら、本気のようなシステムが要

る、そのように私は思います。 

 どうか堂々と議会や町民に説明をされて、私、ずっと見ておりまして、部長、課

長、しっかりした人多いですよ。何でよその四日市に勤めていた人や菰野町に住ん

でいる人やて、そんな人を持ってくるんやというふうなことも思います。職員のや

る気が損なわれてしまいますね。 



 桑名市がいい例で、自分は１つでも出世したいがために、こそっと最低価格を教

えて、市長に少しでもいいふうに取り計らってもらえるんじゃないかと自分で思っ

た人が犯罪を犯してしまった。一生を棒に振ってしまいましたね。これはわかって

いて逮捕されたんじゃない。警察に相談に行っている。みずから相談に行ったんで

すよ。じゃあこうしなさい、ああしなさいということで、だから１００万円の罰金

で釈放された。普通ならできない。だから自分はこういうふうに思ったんだけども、

断ってしまうとこうなってしまうということも、自分ではそのキャパがなかったん

でしょう。できなかったから、そこをまた尾崎さんという方が上手に利用もされた。 

 今、いろんな凱旋車が来て、市長リコールの声を上げております。昨日のＣＢＣ

のニュースを見ておりましたら、町の声はみんなすごい意見が出ております。そう

いうふうにならないように、もっと真摯に、町長なら町長として、議会は議会とし

て、陣笠議員のように数合わせではいはいと言っているんやなくて、たくさんの方

が立候補なさる予定で聞いておりますが、だめなことはだめだ、行政のチェック機

関としての議会だということを認識を忘れて、数合わせに町長助けているんやとい

うような気持ちではなくて、町長を助ける前に、町民の皆さんが笑顔のある町にな

っていただくように。 

 町長、今の少しわかってこられたかなと思っておりますけれども、私はこういっ

た選挙手法、いろいろ選挙のプロみたいな方ですから仕方ないかもわかりませんけ

れども、平和な心がなくて笑顔のあるまちづくりはできません。どうぞ心の平和な

気持ちで町民のためになることをしていただきたいことをお願いいたしまして、最

終の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。 

 


