
○１０番（藤田 興一君）   おはようございます。 

 今はやりの花粉症にかかりまして、多少皆様方にご迷惑をかけると思いますが、

ご容赦を願いたいと思います。 

 また今回、私が一般質問させていただきます３つの件に関しましては、住民サイ

ドへの答弁だというふうに町長に強くお願いを申し上げて、質問に入らせていただ

きます。 

 まず１つ目でございますが、北勢線について、質問をさせていただきます。 

 この北勢線の運営事業負担金として、平成１５年度から１０年間で５５億円とい

う膨大な資金を２市１町で負担してまいりましたが、この平成２４年度で終了とな

ります。東員町の負担総額は約１２億９，９００万円で、債務負担行為として拠出

をされてきました。 

 平成２３年度には約１億２，６００万円、そしてこの平成２４年度には約８，５

００万円で終了となるわけですが、そこで北勢線の存続について、議論がいろいろ

なされております。そこで町長に、以下の３点について、質問をさせていただきま

す。 

 まず１つ目でございますが、北勢線対策推進協議会における現状の協議内容を公

表していただきたい。２つ目に、北勢線対策に関する４つの部門の連携状況は連動

されているかを伺います。３つ目に、北勢線の存続等を含めて、東員町長としての

水谷町長のお考え、方針をお示しください。 

 以上の３点について、町長の答弁を求めます。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   北勢線についてのご質問にお答えをいたします。 

 北勢線対策推進協議会における現状の協議内容の公表でございますが、２月に３

回の非公開の協議を行いました。 

 幹事会から、当初の覚書きに基づきまして、１１年目以降は自主運行の実行を三

岐鉄道側に要求をしておりましたが、三岐鉄道から赤字解消が困難などの理由で、

１１年目以降も支援継続の要請がありました。それを受けて幹事会で精査を重ね、

平成２５年から平成２７年までの３年間を支援期間として、平成２８年度以降は、

改めて関係者によって協議を行う支援案の提出がありました。 

 しかしながら平成１５年に三岐鉄道が北勢線運行事業を継続いただいたことに対

し、これまで私ども行政も多額な支援額を拠出しており、三岐鉄道の予測の甘さと

計画性が問われるところだと考えております。 

 本町といたしましては、協議内容を一度持ち帰り、議会の皆様や町民の皆様の意

見をお伺いしたい、そういう旨の提案をいたしましたところ、現時点でそれを了承

いただいております。 



 存続または廃線の方向性の決定を行った場合、国への事業申請手続きを１年前に

行う必要があることから、平成２５年度の１年間だけは支援を行い、平成２４年度

中に支援の可否及び支援するならば支援内容を決定いたしたいと考えているところ

でございます。 

 次に北勢線対策に関する４部門の連携状況についてのご質問でございますが、北

勢線に関する組織は、北勢線運営に関する重要な事項を決定し、実施をしていく、

２市１町の首長及び三岐鉄道の社長で構成する北勢線対策推進協議会があり、その

下部組織として、協議会の円滑な運営を図るための各市町の部課長及び三岐鉄道幹

部職員で構成する幹事会、その北勢線に関する事務を取り扱う２市１町から出向し

た職員で構成する北勢線対策室がございます。 

 そして北勢線に関する重要な事項を諮問し、答申をいただくための組織として、

住民代表や学識経験者などの方で構成をいただいております北勢線対策審議会の４

部門がございまして、それぞれ連携して役割を果たしていただいていると認識をい

たしております。 

 次に私の考えということでございますが、先ほども申し上げましたように、これ

から議会や住民の皆様のご意見を伺い、２市１町にまたがり運行されている路線で

ございますので、ほかの市の意見もお聞きしながら、最終決断をさせていただくこ

とにしたいと考えております。 

 ご理解賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   藤田興一議員。 

○１０番（藤田 興一君）   いつも一つずつ追って質問をさせていただきます

が、推進協議会との協議内容ということで、最近この２月２７日と３月９日に町長

から現状の報告がございました。町長就任されてこの２月２７日まで、対策推進協

議会は何をしていたんだろうという疑問を抱きます。 

 その結果が今おっしゃられましたように、継続をするならば１年間の余裕が必要

である。だから平成２５年度も予算を入れなくてはならないというようなことを言

われました。この平成２４年度で北勢線の助成が終わるということは、もう既にわ

かっている中において、この空間、非常に我々住民にしてみれば何をしていたんだ

ろう、その中身はわかりません。 

 町長就任されて以来、私もこの件に関しましては、３月の定例議会でも質問をさ

せていただきました。再度お聞きしますが、町長は我々に北勢線のことに関して現

状の報告等を２月２７日と３月９日に行われて、切羽詰まったような状況で我々に

おっしゃられました。この１年間、町長何をされておられたんですか、お答え願い

たいと思います。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 



○町長（水谷 俊郎君）   北勢線の問題に関しましては、私が就任以来初めて

公式の場というか、協議会の場で発言をさせていただいたのが、２月１０日の協議

会でございました。 

 確かにそれまで何をしてたんだと言われますと、非常に申しわけないというふう

に思っておりますが、それまで幹事会のほうで、平成２５年度以降をどうしていっ

たらいいかということで、担当者レベルで協議を重ねてまいりました。 

 幹事会は月に約２回ずつぐらい開かれており、また、それの合間を縫って、ここ

にはありませんけど、部課長会で議論を重ねて、報告は受けておりましたが、私と

しても方向性がそれでは難しいのではないかということで返答をして、ずっと経過

をしていたという状況でございまして、やはり税金を投入させていただいていると

いうことから、簡単に継続に応じてお金を投入するということは、私はいかがなも

のかということで、やはりここまで来ましたら、議会の皆様、町民の皆様にご意見

を伺うのが筋だろうというふうに思っております。 

 また、数字が出てきましたのも非常におそくて、皆様にお示しができたというの

は、この間が初めてでございますので、その辺の数字につきましても、なかなか精

査が難しかったのかなというふうなことを思いますけれども、私もうっかりしてま

して、１年間余裕が要るということを知ったというのは今年になってからで、平成

２４年にきちっとやっておけば、平成２５年から話ができるじゃないかというふう

なことを思っていた、それは私の勘違い、ミスでございますので、おわびを申し上

げなければいけませんが、ともかく方向性として、なかなか今、私としては存続と

いう結論を出していくには難しい状況であるというふうな判断のもとでこのように

させていただいた。おわびも入れて、そのように思っておりますので、よろしくお

願いいたしたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   藤田興一議員。 

○１０番（藤田 興一君）   そういうおわびがあれば、後を追って責めること

はできないと思いますが、ただ一つお願いがあるわけですが、前回３月９日ですか、

全協の中において町長からご説明があった中に、私はこの対策推進協議会をもっと

頻度を上げてやっていただきたい。もう目の先に来ているわけです。それを１カ月、

２カ月で解決できる問題ではない。非常に大きな問題。これは２市１町という３つ

の地方自治体が絡んでいるわけでございます。東員町だけだったら、ある程度期間

も短縮されましょうが、こういう２市１町という３自治体でやるには非常な協議時

間というのが必要であると思います。そういうことに関して、北勢線対策室関係の

トップである北勢線対策推進協議会の今後の運営と町長の意向をお聞かせ願いたい

と思います。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 



○町長（水谷 俊郎君）   ご指摘のとおりだと思いますので、できるだけ協議

を密にしていきたいというふうに思っておりますが、今申しわけございませんが、

ほかの市との議論としては水と油の議論になっておりまして、なかなか難しいとい

うことでございますので、１年お願いをしたいということでございます。大変申し

わけごさいませんが、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   藤田興一議員。 

○１０番（藤田 興一君）   ２つ目でございますが、この北勢線対策推進協議

会が設立されまして、先ほど私が４部門と言いましたが、町長も説明されましたよ

うに、やっぱりトップが北勢線対策推進協議会、これには２市１町、それから三岐

鉄道の社長と各市町の部課長、三岐鉄道事務局という構成をされております。その

下にあるのが北勢線対策審議会、そしてまたその下にありますのが北勢線対策推進

協議会幹事会、そして事務局の北勢線対策室という４つの部門があるわけです。先

ほど私が言いましたように、この４つの部門が連携されて、連動して、うまくいっ

ているのかという質問に関しまして、町長は先ほど役割を果たしているというふう

な答弁をされたと思います。果たしてそうでしょうか。 

 例えば北勢線対策審議会、これには知識者といいますか、名古屋大学と名城大学、

それから鉄道関係の有識者、そして議会から一人ずつ送るというふうになっている

要綱があろうかと思います。現在この対策審議会に議会から出席しているのは東員

町の副議長ということで申し合わせ事項がありますが、東員町だけでございます。

桑名市といなべ市は入っておりません。この対策審議会というのは、対策推進協議

会の諮問機関である。そしてそれを答申するという親子の仲である。その中に一番

肝心ないなべ市と桑名市の議員が出てないということに関して、町長はどういうふ

うにお考えですか。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   ご指摘のように、東員町の議会からお一人出ていた

だいているだけだということで、これに関しましては、私もいかがなものかなとい

うふうなことを思っております。決めがある中でそういうことであるならば、申し

入れをさせていただかないといかんというふうに思っております。 

 ほかにも例えば北勢線対策室も桑名市２名、東員町１名、いなべ市２名、こうい

う５人で構成するということになっておりましたが、現在くわな市１名、東員町１

名、いなべ市１名、１名ずつの３名体制プラス臨時の職員が１名ということで、最

初の決め事からそれを守っていただいていないということに対しまして、これに対

しましても、いろいろほかの２市に対しまして申し入れをさせていただいておりま

すので、あわせてそういう議員ご指摘のことにつきましても、お話をさせていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（南部 武司君）   藤田興一議員。 



○１０番（藤田 興一君）   これは町長、必ず約束していただきたいと思いま

す。やはりそこに人員が欠けるということに関しては、今の推進協議会から諮問さ

れることに関して、諮問はできないし、答申もできないということでございますも

ので、先の全員協議会においても町長はそれを確約されました。ぜひともこれは人

員増加をやっていただいて、北勢線対策審議会の運営がうまくいくように、そして

対策推進協議会と連動して早い結果が出るよう、強く要望しておきます。 

 それから３番目でございますが、結果的に町長としての考えということでござい

ますが、確かに今、存続とか廃止とかいうことには、返答は多分できないと思いま

す。私個人的にもそれはわかりません。だけど継続するならばこうだ、廃止するな

らばこうだ、例えば廃止するならば代替え的なものが必要じゃないかとかいうもの

も考えられます。そういういろんなワーキングをやって、今、町長が言われました

ように、税金を使うからとか、今までの１０年間の試行期間でいい結果が出なかっ

たからとかいうのも、一つの大きな要因ではございますが、やはり今ここで三岐鉄

道がこの１年で打ち切りますというふうに向こうから言ってきた場合、町長、どう

いうふうにお考えですか。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   その点は三岐鉄道にも今確認をいたしておりまして、

平成２５年度とか平成２６年度とかに廃止届を出す予定はないというふうに伺って

おります。 

 ただ、これから支援をするのかしないのか、追加の補助金を出すのか出さないの

かということを決めていく中で、可能性としましては、ご指摘のように補助をして

いくならこういうふうにしてくださいね、また我々自治体もこういうふうにしまし

ょうね、それから住民の方も責任持ってこうやってやってくださいねというものが、

私は必要だろうというふうなことを思ってまして、その提案も今させていただいて

おります。 

 また、もし三岐鉄道がいずれかの時点でやめたというようなことになった場合、

その後どうするんだということも考えておかなければならないというふうなことを

思っておりまして、実は協議会におきましても、幹事会におきましても、その可能

性については全く今議論をしていないというような状況がございまして、私もそれ

は懸念をしておるところでございます。この前の協議会で、その辺の話もさせてい

ただきましたが、要は、もし万が一廃線になったらどうなるの、そこまで考えてお

かなければいけないのじゃないのということも提言はさせていただいております。 

 どうなるかわかりませんからね。必ず廃線になるということではないので、みん

な廃線させたらいけないんだという前提で話し合いを今しておりますので、なかな

か出にくいのかなと思いますけども、万が一ということも考えておくべきだという

ふうに思っております。 



○議長（南部 武司君）   藤田興一議員。 

○１０番（藤田 興一君）   意向はわかりました。 

 それで存続を廃止等に関して、または代がえ等に関して、本当に推進協議会をも

っと頻度を上げてやらないと、先ほど町長がおっしゃられましたように、町民、も

しくは議会、また議会等に説明をしてということをおっしゃられましたが、説明す

るにも、今のデータではちょっと住民、議会に出しても何だということになろうと

思います。だから１日も早い協議、対策をしていただいて、そして東員町民の皆様

方、まして議会等にもそれを提示していただいて、いい方向といいますか、必ず何

かの方向を示さなければならないわけでございますから、そういう意味においては、

町長も対策推進協議会のメンバーでございますので、努力、邁進していただきたい

ということを強くお願い申し上げまして、１つ目の質問は終わらせていただきます。 

 ２つ目でございますが、オレンジバスの運行について。 

 このオレンジバスの運行につきましては、平成１７年度から５年間を実証運行期

間として運行を開始して、そして平成２２年度以降の運行方針について協議がなさ

れました結果、平成２１年１１月１２日の東員町地域公共交通会議にて、東西線の

廃止、そしてプロポーザル方式で業者を選定され、現在の三重交通、三岐鉄道、八

風バスの３者による３年間の契約期間となり、平成２２年１月１３日に入札が執行

されました。 

 平成２２年度から平成２４年度、本年度でございますが、限定額は１億４，４９

０万円で、１年間に４，８３０万円で債務負担行為にて拠出をされております。こ

れも北勢線と同じで、平成２４年度で終了するわけでございますが、ここで町長に

お聞きいたします。 

 町長のマニフェストにある施策１２には、今動いているコミュニティバスのかわ

りとして、新しい地域交通システムとありますが、今のコミュニティバスをやめて、

町長お考えの新しい交通システムを考えているのか、その新しい交通システムとは

何なのか、その概要について、町長の答弁をお願いいたします。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   オレンジバス運行についてのご質問にお答えをいた

します。 

 オレンジバスは、ご承知のように平成２１年度までの５年間を実証運行期間とし

て、住民の皆様にご利用いただける身近な公共交通機関となるよう、路線の見直し

など、さまざまな改善を加え、平成２２年度から南北線、東部線の２路線で本格運

行を行っております。 

 しかしながら現行のオレンジバスは路線が決まっていることから、身体の不自由

な方や高齢者の方の中には、バス停まで歩くことが困難であり、行きたいところへ

行けなくて困っている、こういった方もおみえになります。 



 このようなことから玄関まで車が来て、行きたいところへ連れて行ってくれるよ

うな、いわゆるドアｔｏドアを視野に入れたオレンジバスの定時定路線の検証も行

いながら、地域における需要に応じた、便利で効率的な新しい地域交通システムを

構築してまいりたいと考えております。 

 なお、当初予算に公共交通の見直しにかかる経費を計上いたしておりまして、住

民の方と一緒に考え、検討する組織を立ち上げてまいりたいと思っております。新

しい地域交通システムの実現に向けて、今後も取り組んでまいりたいと考えており

ますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 なお、実は今日の朝にも玄関に設置しております「つぶやきポスト」に３通の手

紙が入っておりました。内容はほとんど全部一緒でございまして、「オレンジバス

がなくなる、けしからんことだ」と、こういう投書でございます。 

 私が申し上げているのは、今のオレンジバスでは不便で使えないという方もみえ

ます。ですからみんなが使えるような公共交通システムを考えていったほうがいい

のではないかという提言を申し上げています。それができてない現状でオレンジバ

スを廃止するということはあり得ないことでございますので、投書をいただいた方

も含め、いろいろご心配いただいておる方に申し上げますけれども、今すぐオレン

ジバスが廃止になることは、１００パーセントあり得ないことでございますので、

それだけは申し上げておきたいと思います。 

 ただ、今よりももっと便利な方法が、住民の皆様も一緒になって議論していただ

く中で出てきたとき、そしてそれが実行可能になってきたときには、オレンジバス

とそれを併用していくと、例えば経費が２倍になるよということになりましたら、

それはやはり費用対効果の問題で皆様にお聞きして、やはり便利で、例えばコミュ

ニティバスを使っていただいている方も、こちらのほうを使ったほうが便利やねと

いうものが出てきましたら、そちらのほうへ移行するということは、将来的には考

えられることではありますけども、再度申し上げますけど、今すぐオレンジバスが

なくなるということはありませんので、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   藤田興一議員。 

○１０番（藤田 興一君）   私も全くそのとおりだと思います。 

 何の計画もなしに何の予告もなしに切るなんていうことは当然考えられないこと

だし、ましてこれだけ高齢化した社会においては、それなりの公共交通というのは

真剣に考えなくてはならないというのはわかっております。 

 そこで再度お聞きするわけですが、町長のマニフェスト、まだこのマニフェスト

は私どもも１００パーセント、うんとは言ってませんけども、去年、町長選で出さ

れたマニフェスト、先ほども言いましたように、こういうことが書いてあるわけで

すね。 



内容は今、町長がお話しされたとおりでございます。玄関まで行って、とかいう

ようなことであるんですが、時期として、２年以内に新しい地域交通システム計画

をつくり、同時に受けていただく組織をつくりますとありますね。また後で出ます

が、今聞いて初めて町長の本音といいますか、そういうのがわかるわけですね。こ

ういうものが今、先ほど投書箱にあったということは、皆さんそれぞれ懸念されて

いるわけです。ということは、いいほうにとってないんです。廃止されると危機感

を感じられておるわけです。その危機感を、町長は今おっしゃられた方針を言われ

たならば、何らそういう投書もないというふうに私は確信します。 

 今ここに言いました町長の２年以内、ということはもう１年終わりましたから、

果たしてこの平成２４年度以内にやって、そして組織づくりができるのか。これは

あくまでもマニフェストでございますもので、私は強制的とは言いませんが、これ

があるからこそ、町長もそういうことをおっしゃられているわけでございますが、

その辺どうですか。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   そういう意味で、今年から交通会議といいますか、

町民の皆さんにご参加いただいて、自分たちの足をどう確保していくかという協議

をしていただきたいというふうに思っております。オンデマンドにしろ、新しいと

ころへ移行するにつきましては、東員町だけで決められる問題ではございません。

１２月に、どなたかに答弁させていただきましたように、道路運送法という法律の

枠がありますので、その辺もある程度方向が決まりましたら、国との協議が始まる

ということでございますので、組織としては今年に一応立ち上げて、方向性につい

て議論をいただきたいというふうに、あくまでも庁内の組織というふうに考えてお

ります。 

○議長（南部 武司君）   藤田興一議員。 

○１０番（藤田 興一君）   このことに関しては、先ほど言いましたように、

私の意見ではなくて町民の皆様、今の町長の答弁を非常に興味津々として聞かれて

おるわけでございます。今、この議会で言われたことを、町民の皆さんが全部聞い

たり見たりすることは不可能と思いますが、今の町長の思いを何らかの形で、町長

が好きなあのブログでやるなり、それから何かに入れて、その方針はこうだという

ことのお示しはできませんか。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   誤解がございましたら、それを解くための、そして

安心をいただくための方策はとっていかなければならないかなというふうなことを

思っております。 

○議長（南部 武司君）   藤田興一議員。 



○１０番（藤田 興一君）   この件の最後ですけど、投書があったということ

は、やはりその投書に対して何か答えないといかん。これは町長が最初から、２日

か３日後に返答を出すということを言われましたから、匿名かどうかわかりません

けども、匿名であるならば、今言ったようにホームページ等で、こういう方針だと

いうことはお示し願えると思います。だから投書を無下にすることはいけません。

そういう意味において再度お聞きしますが、投書に対しての対応はどういうふうに

されますか。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   つぶやきポストの投書につきましては、原則として

名前の書いてある、そして住所の書いてある方に関しましては、すぐに電話を入れ

たり、連絡をさせていただいております。つぶやきポストを設置する時に、決め事

としまして、匿名の方に関しましては参考にさせていただくということに我々はさ

せていただいております。今、議員ご指摘のように、不安をお持ちの住民の方がみ

えるということでありますれば、それに対しまして何らかの方法をとりたいという

ふうに思っております。 

○議長（南部 武司君）   藤田興一議員。 

○１０番（藤田 興一君）   何らかの対応を早急にお願いして、３つ目の質問

に入らせていただきます。 

 町長の施策についてということで、町長に質問させていただきますが、私も昨年

９月議会で似たような質問をさせていただきました。その中で１つ目として、町長

はブログに掲載している事項等について、事前に議会の全員協議会等において、な

ぜ述べられないのか。特に１月３１日、２月８日、２月１５日のブログについては、

我々は初めてブログを開いてわかることであって、事前に町長からそういう通達も

連絡もないということは非常に悲しいことであります。そういう内容に対して、町

長はどういうふうな見識をお持ちなのか。 

 ２つ目に、マニフェストを行程化して、その資料を平成２３年度内に各戸へ配布

するということを私は９月の議会でお願いして、町長は確約をされました。その時

私は、平成２３年１２月ではなくて、時間がないから平成２４年の３月いっぱいと

いうことで、町長も首をたてに振られました。もうあとわずかしかない日にちにお

いて、先ほど言いましたように、町長のマニフェストが行程化されて各戸に配布さ

れることが可能かのご意見をお聞きしたいと思います。 

 ３つ目でございますが、ちょっと挑発的な言葉になろうかと思いますが、福島原

発の事故において、当時の官庁の対応は場当たり的で泥縄的な感じだったと指摘を

されております。水谷町長が就任されてこの１年間、町長の施策、姿勢等を私なり

に観察すれば、中身は多少違うかもしれませんけども、全くそのとおりで、町長が



介入することによってますます事態を混乱、悪化させることが予測されております。

町長のトップダウンとしての今後の役割をお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   私の施策につきまして、３点のご質問をいただきま

した。 

 １点目の私のブログについてのお尋ねでございますが、１月３１日のブログは、

来年度に全戸配布しようとする予算の重点項目を示した予算説明書について、２月

８日は平成２４年度に向けた政策の構想、２月１５日は本町の水道施設耐震化に対

応するため、技術的にお手伝いをいただく名古屋市上下水道局及び名古屋市が出資

してできた名古屋市上下水道総合サービス株式会社との技術協力に関する協定のこ

とでございます。 

 基本的に私のブログは、その日あった出来事を私の感想なども交えて、できるだ

けタイムリーに、町民の皆様にお伝えしようとするものでございます。事前に議会

に報告できないかということでございますが、すべてを報告しなければならない事

項だとは考えておりません。 

 また、２月８日の来年度に向けた政策の構想につきましては、このブログの中で、

できるだけ早い段階で議会の皆様に構想を示して、意見交換をさせていただく旨の

示唆をさせていただいておりますし、２月１５日の名古屋市との水道の協定につき

ましては、事前に町のホームページで掲載をさせていただいておりますので、ご覧

いただければと思います。 

 次に、私のマニフェストを行程化して町民の皆様にお示しをする件でございます

が、平成２３年度末、要はこの３月末ということでございましたが、少しそれから

は遅れて申しわけございませんが、予算成立後に平成２４年度の主要事業の説明書、

先ほどブログでも書いたということでございますが、説明書を各戸に配布させてい

ただく予定をいたしております。その中でお示しをさせていただくよう、現在準備

を進めております。 

 ３点目のご質問でございますが、私には意味がわかりかねますし、私にとりまし

ては誹謗中傷の質問だというふうに思っておりますので、お答えできかねます。 

 議長に申し上げたい。藤田議員の３つ目の３点目の質問は、そういう意味で取り

消しをいただきたい、削除をいただきたい、そして謝罪をいただきたい。このこと

をお願い申し上げます。そうでなければ、以後の質問にはお答え申しかねます。 

 藤田議員。 

○１０番（藤田 興一君）   傍聴者の方には長い間お待たせして申しわけござ

いません。 

 町長に再度お聞きしますが、質問事項の３番目になります町長の諸施策、先ほど

の怒りがまだ残っておると思いますが、その中に挙げた３つの質問に関して、町長



は一切答弁をする気がないといいますか、やらないということでございますか。ご

答弁願いたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   できかねます。 

○議長（南部 武司君）   藤田興一議員。 

○１０番（藤田 興一君）   これは議員の発言を侵害するようなことでござい

ますし、後々議会に対しても非常に後味の悪い結果だと思います。これ以上、私は

３番目に関して一切の質問をやめます。 

 これで質問を終わります。 


