平成 27 年度町政懇談会記録（要旨）
開催日 ： 平 成 27 年 10 月 25 日 (日)
開

会 ： 午 後 1 時 30 分

場

所 ： 城山三丁目集会所

閉 会 ： 午 後 3 時 15 分

参加者 ： 男 15 人、女 8 人 計 23 人
町職員 ： 町長、副町長、総務部長、財政課、町民課、政策課

《
男性

懇 談

》
ひとつ聞きたいのは、東員町自体が現在を重点的にみて１年ずつ過ごしているのか、
10 年先、20 年先をみて、そこから逆算しているのか、5 年前にはこれをやっておかな
いと、10 年先には到達しないとか色々あると思うのです。人口でいえば、今 25 年先
を見て、減ることはわかっているので、減るのを防いで多くするのにはどうしたらい
いだろう、じゃあ 20 年前にはこうしなきゃいけない、10 年前にはこうしなければい
けない、5 年前にはこう、現在はこうしなければいけないというようにしていかない
と、25 年後にはこの推計どおりになってしまうことがあると思う。じゃあ 25 年先を
目指して、もっと計画を高くして人口を減らすのでなく増やすための計画で町は進ん
でいるのか、それとも現在を生きなければ 25 年先はないのだという考え方で町政は
進んでいるのか、その姿勢が変わると町の動きが変わってくると思うのですがどうな
のかということと、もうひとつは財政のことで、東員町はふるさと納税が三重県で最
低らしいですね。今町長の話でも何か特産品とおっしゃっていましたが、特産品がな
いとふるさと納税がこないので、他の所は色々やっていますよね。東員町は何もない
ので、ふるさと納税を増やす政策も必要じゃないのかと思いますし、それと財政で広
報１０月号に決算が載っているとおっしゃっていましたよね。予算に関しては議会と
か色々な所で討議しますけど、決算についての討議はなされているのか、これは余計
な所で使っているのではないのかという討議がきちんとなされているのか、よく年度
末になると余計な工事が増えるという感覚をみんな持っていると思うんですけど、よ
く予算使わないと来年度予算がつかないから使うんだという話聞きますよね。
財政が少なくなるならば、会社は経費削減しなさいというのが当然です。必要経費
は仕方ないですが、財政が少なくなるのであれば、出て行くものを抑える手立てを町
はとっていくべきだと思うんですよ。決算はどこかにいけば住民の人たちが見れます
よというのがあるならば、それが知りたい、私は見に行きたいです。
最後に、東員町で産湯を使うということは現在あるのですか。東員町で子どもが生
まれる場所があるのですか。町外で子どもを生んで町内に連れてきて町内で育ってく
れればという話ですよね。東員町に産科があって行き来がすぐできるという状況がな
いので、臨月で生まれそうな時にすぐ行けるというような体制が必要だと思うんです
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よ。東員町で子どもが生まれて子育てもでき、学校も行けてという状況になれば子ど
もも増えるのではなかろうかと思っています。
町長

将来の話ですが、まだ私はできていませんが、100 年先を見なければいけないと思
っています。大きすぎるかもしれませんが、100 年先をみて、そして 30 年先はどうあ
るべきか、そしたら今どうあるべきか、ということをやっていかないとだめだと思っ
ています。少なくとも 20～30 年先をみて、そこでこの東員町が単独で残っている。
贅沢ではないけれど、ちゃんとみんなが普通の生活ができるということを念頭におい
て、今我々が何をやらなければいけないかを考え、今議論しているという状況にある
ということをご理解いただきたいと思います。
あと、ふるさと納税の話ですが、ふるさと納税と特産品作りを分けて考えていただ
きたい。おっしゃられる通り、東員町は年間ふるさと納税いただくのは、1、2 人で年
間 10、20 万程度です。しかし私は、ふるさと納税は日本を滅ぼす悪法だと思ってい
ます。これはやめられるものならば、直ちにやめたほうがいい。なぜかというと、ふ
るさと納税は、例えば東京など大都会へ出た子どもが育ったふるさとを思い、東京へ
払うお金の一部をふるさとへ寄付するという形で納めるというのが、ふるさと納税の
もともとの趣旨です。ところが今どうなっているかというと、カタログショッピング
になっています。しかも、誰がどこへでも寄付できるわけですから、例えばですよ、
「私が A という町へ 10 万円を寄付したとします。そして A 町から 5 万円の物をもら
ったとします。私は 10 万円納めますけど、9 万 8 千円還ってきます。2 千円東員町に
納めればあとは返ってくるんですよ。ということは、2 千円で 5 万円のものが買える
んです。」今こういう状態になっています。本来の趣旨とは違い自治体の税収、特に地
方の税収は減ります。A 町は 5 万円プラスです。東員町は本来 10 万円入るところが 2
千円しか入りませんから、マイナス 9 万 8 千円です。トータルマイナス 4 万 8 千円で
す。そのマイナスはどこへいったかというと、個人が儲かるわけですよ。これが今の
ふるさと納税の制度です。ということは、地方の苦しい行政は全部税収が落ちます。
これが悪法でなくてなんですか、と私はいいたい。ただし、これは私の意見です。去
年総務省の役人にこれを言ったら、流行っていますから、やめない方がいいでしょう
といいましたけど。
ただし、特産品は絶対作らなければいけないと思います。特産品を作って売り出さ
なければいけない。特産品かわからないけど、2 年前に上げ馬のミュージカルをやり
ました。そのときにガトーヴァレというケーキ屋さんで東員浪漫というお菓子ができ
ました。その箱にはミュージカルのポスターがそのまま使われています。我々も外へ
出て、お土産を持っていかなければならないときはこれを持って行くようにしていま
す。こういうものが色々なところで出来てくるといいなと思っています。そして、こ
の元になるものを新しい農業で、付加価値のあるものができればと取り組んでいると
ころです。
それから予算のことですが、おっしゃられる通りです。出るものを何とか少なくし
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ていかなければならない。後で説明させていただきますけど、投資的経費はかなり減
っているはずです。それにより皆さんにご迷惑をかけているところもあるかもしれま
せんが、かなり減らしています。必要性が少ないところは減らし、今福祉関係にもの
すごくお金がかかりますので、できるだけやりくりをさせていただいている状況にあ
ります。これはまた財政課長から報告させていただきます。
それから出生率は、東員町は低いです。県平均よりも低いことになっています。産
科がないから低いのかというと、それもあるかもわかりません。ただし産科のお医者
さんは全体的に足りません。産科の医者を東員町に引っ張ってこいといわれるかもし
れませんが、なかなか至難の業で、東員町に病院がありませんから、ひっぱってくる
こともできない。開業医の方に東員町に来ていただくといいねとしかいえないです。
申し訳ないですけど。ただ、出生率が低いということには、非常に危惧をしています。
1.3 くらいしかないと思います。なんとか出生率を上げるようにしたいなと思います。
今、子育てするなら東員町へ行けといわれるくらい、子育てに関して東員町が三重
県で 1 番だと私は自負しています。実は東員町へ引っ越していただく若い人、40 歳未
満の数が平成 23 年は約 580 人です。平成 24 年 575 人、平成 25 年 643 人、平成 26 年
634 人。だいたい 600 人くらいの方に入ってきてもらっています。実は、同じくらい
の方が出ていっているんです。ただこの特徴は出て行かれる方はだいたい単身なんで
す。例えば結婚で出られるとか、転勤で出られるとか単身です。ところが、入ってく
る方は 7 割以上は家を買われて家族で入っている。ある学者さんの理論でいくと、そ
の地域の 1％に相当する若い人が入ってくるとその地域は維持できるし若くなってい
くという理論があるんです。これでいくと東員町は人口 25,000 人ですから、600 人と
いえば、2％以上の方が毎年入ってきていただいています。ということは、必ずそのう
ち若返りの現象が出てくるんだろうなと思っています。
これが私は将来を見据えた政策の一つだと思っておりまして、こういうことを継続
していきたいなと思っています。今、空き家調査をやっています。在来地区の方が空
き家は多いんです。
今若い人の古民家ブームというのがありまして、できれば空き家で使える家があれ
ば、そこに若い人が入ってくれるといいな、何とか誘導できないかと思っています。
産科のお医者さんを何とか考えていかなければならない、これも一つなんですが、こ
の小さい町で産科となるとなかなか難しい話です。
将来を見据えて東員町が何をしていかなければならないか真剣に考えさせていた
だきますし、町民の皆さんと一緒になって先々を考えさせていただきたいと思います。
予算の話については財政課長から補足させていただきます。
財政課長

決算につきまして、今日も決算書を持って来ましたが、9 月の議会で審議いただい
て認定をいただく決算書と、行政報告書ということで、160 ページ程のどのような事
業をしたかということを資料にして議会に提出し見ていただく、手続き上このように
なっており、ご指導いただいております。こちらにつきましては、公表しております
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ので、財政課の方で見ていただくことができます。さらに広報 10 月号に、決算書と
行政報告書の要旨をまとめて 4 ページにわたり載せさせていただいており、インター
ネットの方でも見ていただけるようにしています。またインターネットで決算書自体
が見られるような状況にならないのかと検討いたしております。
予算につきましては、現在 28 年度の予算に取り掛かっていますが、26 年度の決算
をもとに不要額がどのようなあたりで出たのかをしっかり見て予算編成を進めてい
る状況であります。先ほどのご意見に年度末に工事が重なってくるんじゃないかとい
うお話がありましたが、重なってくることはありますが、当初予算に計画した工事、
補正予算で計上した工事以外は一切認めていないので、どうしても、年度当初に設計
して最後のほうに工事が重なってくるということはありますが、お金が残ったから工
事をすることはありませんし、本当に必要なものしか認めていないという状況でござ
います。したがいまして、先ほどの繰越金が 6 億 8 千万になってくるわけですが、だ
からといって年度末に駆け込んでやろうという考え方では進んでいないということ
をご理解いただきたいと思います。
さらに公表ができる環境、インターネットなどを使って色々なものを見ていただけ
るよう進めています。財政上今まではそんなに苦しくなかったわけですが、これから
の人口の推計を見ますと非常に苦しくなると推計いたしていまして、本当にいるもの
とそうでないものをしっかり見極める必要があるという認識で新しい予算編成に取
り組んでいるところでございます。
男性

最初の計画を長期でみる、100 年で見るというのは、私は町長の考え方で正解だと
思います。100 年先くらいみてやっていかなければいけないのはそうだと思います。
ふるさと納税に関しては町長の考え方と私の考え方とは違うところがあるもので、
しょうがないと思います。産科のことも無理だとはわかっているんですけど、東員町
としてどういう考え方かなと知りたかったので。それとさっき転入転出の話ですが、
入ってくる人が若い、出て行く人が単身でということがありましたが、そうすると 7
ページにある 25 年先のピラミッドが町長の話と矛盾するのではないかなと思ったん
ですけど。これは下が細くなっているでしょう。若い人が入ってくるなら、下のほう
は広がってこなければいけないのではないかな、という気持ちがしたんですけど。

町長

広がりはしないんですけど、もう少し幅が広くならないかなと期待しています。

男性

ご存知のとおりここ集会所で、年間行事をやっているんですが、現在のところ一部
は除き不具合はなく行事をさせていただいていますが、あと数年後この屋根の天井も
老朽化してくることもございます。今財政面であまりいわれるとなかなか難しい面が
ございますが、リフォームのことも当然考えております。私ども自治会として、それ
なりの貯蓄をしなきゃいけないですが、案としまして、ここの北の方に緑地帯がござ
います。
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今年度敬老会の 75 歳以上が 120 名いるということもございまして、ここも手狭な
んですけど、町の方に問い合わせしたところ、城山中央集会所、城山小学校体育館が
あるじゃないかということでしたが、そこを何とか行政として一部支援いただけない
のか、ここを建て替えしたほうが安いものか緑地帯をうまく整地してコミュニティー
とまではいきませんが、ある程度の予算を考えていただいて何とかできないかなとい
うお願いがあります。それと自治会長会で話がありましたが、自治会で行っている敬
老会行事ですが、これは平成 24 年まで式典がひばりホールであり、参加者が少なく
当時は 24％と聞いています。今後お年寄りの方が年々増えつつありますが、それぞれ
23 自治会は皆さん工夫しながらやっている状況ですが、町としてもう一度見直しをさ
れて、もう一度ひばりホールで一斉に集めてやられたほうがいいのかなと私個人も思
いますので、何とか検討をお願いします。
町長

集会所の件ですが、ここ 2、3 年自治会長会の皆さんと話し合いをさせていただい
て、集会所を建て替えるあるいは補修する時は、こういう名目のお金を町からも出し
ますと決めさせていただきました。それを使って建て替えや補修をしていただきたい。
今年の 3 月に決まったところですので、それを使ってお考えいただきたいということ
がまず 1 点でございます。
それから敬老会行事でございますが、おそらく全体を集めると参加率 20％は切ると
思います。そういう中で、近隣の市町村を見ても全体でやっているところはありませ
ん。敬老行事はその地域のお年寄りをもてなして敬うという精神でやらせていただき
ますので、できるだけお住まいの近くで、集まりやすい所でやっていただきたいとい
う趣旨でこういう形にさせていただきましたので、その辺はご理解いただいて、でき
れば自治会でお世話いただくといいかなという話をさせていただいて、3 年になりま
した。不具合があったら微調整はさせていただきますが、できるだけこの方向でやら
せていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。

男性

穴太の駅の南の方に行ったところに蛍の生息所がありますよね。そこの蛍を多く飼
育して東員町を蛍の名所みたいな観光にしたらどうかと思いまして。そうすると三岐
鉄道北勢線も 1 人 2 人は増えるのではないかと思います。もうひとつはオレンジバス
なんですけど、どこでも「ハイ」と手を挙げたら乗れるようにはできないものでしょ
うか。

政策課長

今運行させていただいているオレンジバスは、定時定路線として決まったバス停で
乗り降りしていただいております。手を挙げて乗るという方式も警察と国土交通省の
許しがでればいいそうですが、交通の多いところでは手を挙げて停まっていただくこ
とは、警察との協議でなかなかうまくいかないように聞いております。

男性

利用するのは年寄りの人が多いので、家から出て何百ｍもあるとね、200ｍ間隔で
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すか、あのバス停は。
政策課長

そうですね。私どもも、行きは荷物が少ないのでバス停までお願いし、帰りについ
てはどこか近くで降りていただけないかなと警察とも話しはしていたのですけれど
も、交通量の問題もございまして、ただ、時代とともに利用者の層も変わってきます
ので、また協議もさせていただきます。

町長

蛍につきましては、今ネイチャークラブさんとか、町内で活躍されている蛍を飛ば
す会みたいな団体もありますので、色々協議させていただき、例えばもっと明かりを
暗くしてほしいとか、お話をいただくこともあります。一緒になって蛍が増えるよう
な良い環境を作っていくことを、我々としてはやっていかなければいけないと思って
います。その結果、蛍がたくさん飛ぶ環境ができて、そこへ見に来てくれる方が増え
ればいいなと思っておりますのでよろしくお願いします。

女性

オレンジバスの件ですが、利用させていただいてありがたく思っているのですが、
途中で変更されましたよね。以前の時はすごく良かったです、バスに乗っていても 10
人が 10 人、前のほうが良かったねという話しか聞かないです。私もこの間用事があ
ってカネスエまで行ったのですが、帰りの時間を見たら、4 時 11 分が最終なんです。
私は利用しないですが、4 時からサービスタイムがありますけど、それこそ利用しよ
うとしても 4 時 11 分だったら駄目なんですね。私も色々欲しかったんですけど、時
間がないですから一つ目的のものだけ買って帰ったんですけれど。もう少し時間を延
ばしていただけるとか。それと朝便というのがありますよね。朝便に乗って穴太に行
ったんですけど、降りるときまで誰も乗ってこないんですね。私一人だったんです。
運転手さんに言いましたら、「私たちに言われても困るけど、ほんとに乗る人はおら
んなあ」とおっしゃっていましたのでもう少し何とかならないですか、またサンシで
すか、帰りが 2 時間に 1 本しかないんです。私どうしてもお昼までに帰らなければい
けなかったんですけど、乗り遅れてしまいまして、三重交通のことが頭になかったで
すから、オレンジバスに乗っていくかそれとも東員病院のところを歩いて帰ってくる
かですが、オレンジバスに乗るとするとカネスエだと思って、荷物を持って走ったん
ですよ。やっと間に合ったんですけど、もう少し時間的に何とかしていただいたら、
皆さん喜んでくれると思います。またサンシが 2 時間に 1 本ですのですごく混むんで
す。皆さん大きな荷物を持った人が立ちっぱなしで、私は城山なので先におりますが、
笹尾の人はずっと行かなきゃいけないのでね。皆さんつり革持って、席にいる人が荷
物を持ってあげたりしてやっていますので、もう少し何か考えていただけたらありが
たいと思っています。

政策課長

去年の 10 月にルートを見直しさせていただきまして、ルート見直しにあたりまし
ては、東員町内にもまったくバスが走っていないところがございましたので、そちら
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の方に 3 台あるバスのうち 1 台をまわす形をとらせていただいた結果、笹尾・城山地
区のサービスが低下したというようなことですが、限られたバスではございますが、
何とか在来の方の理解も得つつ、笹尾・城山の方の理解も得られるような方法を模索
している途中でございまして、もうしばらくお時間をいただきたいと思います。
町長

色々な会議、交通会議があって、そこを経て国へいってと手続きに時間はかかりま
すが、ご要望はいっぱいありますので、便利になるようにと考えております。

男性

またオレンジバスの件ですけど、行き 100 円、帰り 100 円ですが、行きと帰りで 100
円というのはできないのでしょうか。だんだんお年寄りが多くなって、年金も減って
いるのでね。

政策課長

バスで年間 6 千万ほどかかっています。運賃収入としていただいているのが 1 千万
ほど、
それが 500 万減ってくるという話になりますので、
何とか料金につきましては、
担当としてはもう少しいただけないかなというくらい思っておりまして、申し訳あり
ませんが、ご理解いただきたい状況でございます。

町長

実はね。お金を上げてもらっても便利にしてほしいと考えている方もみえます。例
えば 200 円に上げさせてもらって、もう少し便利にしていくかという話もしていたと
ころです。ただそうではなくて、できるだけ便利に使っていただけるような方法でや
りたいとは思っておりますが、料金を下げるのは申し訳ないですけど、非常に難しい
と思っております。

男性

どこの路線でもみんな使ってもらっているのか、空気を乗せて走っているのではな
いか。

政策課長

新しく在来地区に走らせていただいたところでは、利用がないということもござい
ます。その利用がないところを撤退して利用があるところにということも考えており
ます。

男性

回答はいらないので言いたいことだけ言わせていただきます。私は、地域づくりの
なかで、いい景観を維持していくことも大切なことだし、地域づくりにもつながると
思っています。先日城山球場の方で小学生の女子ソフトボール大会があったんですけ
ど、岡崎市からも来ていたとかも聞きました。前から気になっていましたが、倉庫の
前に自転車だとか放置物が山になって置いてあるのです。誰が管理しているのか、
色々な所から人が集まる場所なので、きれいにされたらいかがかと思います。
もうひとつは、給水塔がありますよね。そこに行く道路を、夏に入るくらいに草刈
をされたんです。山側の所をきれいにされたんですが、中学校寄りに歩道があるんで
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すが、歩道が何もされてないので、何でこんな仕事をされるのかなと、これは何か地
域の管理の区分けがあるのかなと思いながら見ていたのですが、一回で済ませればい
いのにと思ったのですが。
町長

その通りですね。調べさせていただき、対処させていただきます。
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