
 

○１番（大崎 昭一君）   おはようございます。日本共産党の大崎昭一でござい

ます。私の議席は町民の皆様の議席であるとの自覚を心に刻み、高齢者、障がいのあ

る方、難病のある方、子どもたちをはじめ社会的弱者の代弁者として、福祉充実の東

員町づくりの一役を担うべく、東員町議会基本条例、地方自治法、日本国憲法に則り、

自己研鑚に努めてまいります。 

 本日は次の４点を質問いたします。  

 １．新型コロナウイルス対策について。２．住民ニーズに応える地域公共交通につ

いて。３．治水・防災・減災対策について。４．補助金等見直し案について。 

 初めに、新型コロナウイルス対策について質問いたします。町職員の皆さん、学校

現場の皆さんの懸命なご努力に敬意を申し上げます。２点質問いたします。  

 一つ、町内で発症させない取り組み、また万が一発症者が出たときの対策は万全で

しょうか。 

 ２つ目に、マスクや消毒液等の備蓄状況はいかがでしょうか。備蓄があれば必要と

する人たちへの提供をするお考えはございませんか。お尋ねいたします。  

○議長（水谷 喜和君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   おはようございます。新型コロナウイルスに対するご

質問にお答えさせていただきます。 

 昨日、中村議員への答弁をさせていただきましたが、それと重複する部分もござい

ますが、新型コロナウイルス感染症の予防対策といたしましては、手洗いやアルコー

ル消毒、マスク着用の咳エチケットの徹底、発熱等の風邪症状が見られたときは外出

を控えるなど、町民の皆様一人一人の感染予防の徹底が重要となってまいります。町

においても対応を検討し、感染拡大防止、町民の皆様の不安解消といった観点から、

町主催行事の中止または延期などの対策を講じてまいりました。  

 そういった中、政府からの要請により小中学校の臨時休校を実施することとなりま

したが、すぐに子どもたちを学校で受け入れるよう文部科学省、厚生労働省から通知

がくるといった状況でありまして、国の対応の混乱で現場である私たち地方公共団体

は大変迷惑しております。 

 現在、町内においては感染者は確認されておりませんが、感染の疑いのある方の医

療機関での受診及び検査につきましては、桑名保健所を通して行うこととなっており

ますので、桑名保健所と連携を密にして、感染者の状況把握、町民の方への迅速な情

報提供を図ってまいります。 

 町におけるマスクの備蓄状況でございますが、一定数の備蓄はあるものの、今後も



 

供給不足が見込まれており、町民の皆様へ配布できる数は確保できていないというの

が状況でございます。数に限りがある中、住民サービス提供における必要性を検討し

ながら活用してまいります。 

 中国で新型コロナウイルスの発生が報告されて以来、先ほどの事例でもわかるよう

に、国内における政府の対応は、後手に回っており、混乱している印象を受けており

ます。町民の皆様の健康を守るため、感染拡大防止とそれに伴う皆様の生活への影響

を緩和するために、必要なことについては、三重県または市町村会を通じて要望して

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（水谷 喜和君）   大崎昭一議員。 

○１番（大崎 昭一君）   ありがとうございます。 

 ２月２７日に安倍首相が３月２日から全国の小中学校、特別支援学校の一斉休校を

要請しました。現場では大変困惑されたと、今、町長のお話もございました。しかし

本町もこれを受けて１０日が過ぎましたけれども、給食食材などの食品ロスへの対応

はどうされていますか。また、子どもたちの学習権、保護者の皆様の心理的、経済的

負担は大変大きなものがあります。町民の不安を取り除くための正確な情報提供、こ

れもぜひとも位置付けていただきたいと思います。ホームページ等での告知はされて

おりますが、例えばスーパーマーケットとか商店とか、子どもたち、お年寄りが立ち

寄るところの目のつきやすいところへリアルタイムな町の情報を届けると、こういっ

たことも必要ではないかと思うところでございます。  

 そしてまた、一斉休校の責任をとるということを安倍首相は言われました。十分な

財政支援を求めることが必要だなと思います。そのためには、現場である東員町での

実情、問題点を県と国に集中させることが肝要とも考えますが、いかがでしょうか。 

 ３月は子どもや教師にとって、卒業、学年修了と大切な季節です。思い出の季節で

す。新学期を迎えるまでの後半月余り、町独自の創意工夫と感染防止対策はした上で、

せめて１日だけでも、１時間だけでもクラス友達、教師が顔を合わせる、こういう場

を学校で作っていただく。記念写真を１枚撮っていただく、こういうことをしていた

だけたらなと、こんなふうに思えて仕方ありません。いかがでしょうか。  

○議長（水谷 喜和君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   私の方から学校に関することについてお答えをさせ

ていただきます。 

 まず子どもの学習権ということに関してですけれども、昨日も休校中の子どもたち



 

への学習プリントの配付とか、自学自習の指示とかという形でさせていただいており

ます。また、授業の教科の確保に関しましては、年度初めに未履修の部分があればそ

このところの学習をきちんとしていくというようなことを、今考えております。  

 また私どもの休校したというのは、子どもたちの健康と安全をやっぱり守らなけれ

ばならないという趣旨でこういうのをさせていただいております。期間は３月２日か

ら３月２５日ですけれども、３月２５日に修了式ではないんですけれども、子どもた

ちの実態をきちんと把握するということを主に目的としながら、小学校、中学校では

登校日という形で設けております。その中で１年間のお別れの話し等もしていただけ

るものだと思っております。 

 以上でございます。 

 食品ロスの方は担当から。 

○議長（水谷 喜和君）   岩田浩一事務局長。 

○教育委員会事務局長（岩田 浩一君）   給食食材についてのお答えをさせてい

ただきます。 

 休校が決定しました２月２８日に学校給食における３月期の休校のことを業者さん

にお伝えし、できる限り納品の数量の変更をお願いしたところでございます。当然、

３月２日納品の生鮮、肉類に一部納品がとまらない部分がありましたので、その分は

幼稚園・保育園を開園しておりましたので、そこの分に同じような肉を納入する予定

の分をそういうものに使ったりという形で、できる限り食材の量を減らしてまいりま

した。 

 また国は３月１０日に文科省の方から、学校臨時休業対策費補助金交付要綱という

のを発令しまして、保護者、それから給食納入業者、それから委託業者等々の部分に

ついての保護者や納入業者、委託事業者の負担軽減の措置を補助金でという通知もも

う既に来ておりますので、どのぐらい納入に対するとか、保護者に対する負担があっ

たかということも３月中にまとめて、国の方へ補助申請をしてまいりたいというふう

に考えております。よろしくお願いいたします。  

○議長（水谷 喜和君）   佐藤光広健康づくり課長。 

○健康づくり課長（佐藤 光広君）   お答えいたします。先ほどの町民への生活

な情報提供ということでご質問いただきましたけれども、現在ホームページのトップ

ページで、重要なお知らせという形で、一番目につく部分に新型コロナウイルス関連

の情報を掲載させていただいております。必要に応じて行政メール等でも流させてい

ただいておるんですけども、今、国の方で新型インフルエンザ等特別対策措置法の改



 

正が考えられておりまして、明日にも施行されるということで、それによって緊急事

態の宣言がされた場合、大崎議員が言われますように、広く様々な手段を使って町民

の皆様に情報提供をさせていただきたいというふうに考えておりますので、ご理解賜

りますようよろしくお願いいたします。  

○議長（水谷 喜和君）   大崎昭一議員。 

○１番（大崎 昭一君）   ありがとうございます。大変な状況が生まれておりま

す。ぜひとも執行部の皆さんや私たち公に携わるものが町民の皆様の不安を取り除い

ていく、先取りしていく、こういう姿勢でお互いに臨んでいくことを考えていますの

で、執行部の皆さんにとりましてもよろしくお願いしたいと思います。とりわけ子ど

もたち、学習権、生きる権利、大切だと思いますので、私たち大人が子どもたちの健

やかな成長を願う、この一点で取り組みを進めるということを求めたいと思って、次

の質問に入らせていただきます。 

 ２つ目は、住民ニーズに応える地域公共交通構築についての質問でございます。オ

レンジバスは現在、担当課の皆さん、地域公共交通会議で運行ダイヤを改良しつつ、

住民の皆さんの利便性向上に向け取り組んでいることに敬意を表します。一方で、住

民からはオレンジバスをもっと便利にしてほしいとの強い要望もあります。高齢者の

暮らしは生活全般にわたって行政の応援なくして生きることはできません。なり立ち

ません。住民の移動手段を充実させることは地方自治体の責務でもあります。私の調

査では、こうした考えを基本に全国の中小自治体はそれぞれ従量のコミュバスを含め、

料金無料の福祉バス、オンデマンド交通を創意工夫して取り組んでいます。国土交通

省は地域公共交通確保維持改善事業、平成３１年度２２０億円の予算を付けています。

また三重県の鈴木知事は、高齢者が免許返納した後も負担なく交通機関を利用できる

よう、利便性を高める菰野町のモデル事業を県内地域に展開したい、このように述べ

ていらっしゃいます。また鈴鹿市の末松市長も地域の事情に応じた使ってもらえるル

ートにしなくてはならないと前向きに取り組んでいると中日新聞には１日で報じてい

ます。また三重県玉城町、愛知県刈谷市、福井県永平寺町など、まだたくさんありま

すけれども、住民の足となるコミュバス、デマンド交通の実証実験を行っています。 

 本町も地域公共交通の充実を図る取り組みをさらにステップアップさせて、発展さ

せる必要があると思っています。 

 そこで私は、二段階方式で取り組むことを提案いたします。第一ステージは現行を

改善・改良していくための着手です。人間の体に例えるならば、この東員町のオレン

ジバスの現在の運行路線を人間の動脈と考え、町内生活地域は毛細血管であり、この



 

毛細血管に少人数対応の普通自動車を増車して運行するよう提案いたします。具体的

には、動脈路線をオレンジバスでカバーし、毛細血管路線は普通自動車で利便性を向

上させる手法です。これが第一段階です。 

 第二ステージは、住民の利便性を向上させるオンデマンド交通構築に向けた抜本的

な改革への提案でございます。ぜひ行政の基本的役割の原点として、地方自治体の仕

事は住民サービス、福祉を向上させるところにあるという原点を一丁目一番地として

政策化して前に進めていただきたい、このように思います。  

 東京大学の稗方和夫先生もこれを提唱していらっしゃいます。専門家の知見を学び、

先進自治体の取り組みを調査・研究して、住民ニーズに応えていくドアツードアのオ

ンデマンド交通の構築に向け、学識経験者や交通専門家を含めたオンデマンド検討委

員会、仮称でありますけれども、立ち上げて、住民参加と関係者の協働で前に進めて

いくことを提案いたしますが、町長のご見解をお願いいたします。  

○議長（水谷 喜和君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   公共交通についてのご質問お答えを申し上げます。  

 まず１点目の小型車による移動確保のご提案についてでございます。現在、これに

つきましては、地域の取り組みとして実施していただいている事例が中上地区にござ

います。中上地区では、買い物の移動手段がない高齢者を対象として、自治会で運転

ボランティアを募集いただき、社会福祉協議会が車の貸し出しを担うことで、今のと

ころ月１回でございますが、イオンモールへの送迎を実施いただいております。こう

した取り組みが、買い物以外の目的メニューが増えることや、中上地区以外に広がる

ことを期待しておるところでございます。  

 こうした地域の取り組みとオレンジバスとの組み合わせにより、町民の移動手段の

メニューが増えることで、町民の利便性の確保ができるものと考えております。  

 行政といたしましては、限られた財源の中で、現在のオレンジバス事業の水準を維

持しつつ、少しでも利便性の改善に取り組んでまいりたいと考えております。  

 次に、対策委員会の設置のご提案でございますが、現在、東員町の公共交通に関す

ることは、「地域公共交通会議」で議論しております。この会議は、鉄道、バス、タ

クシーなどの交通事業者に加え、学識経験者、自治会、シニアクラブ、国、県の代表

の方々で構成いたしておりまして、それぞれの立場から意見をいただいております。

この会議は法定会議としても位置付けておりまして、交通形態の改定や国の制度を活

用する上でも重要な会議となっております。また、この会議の下部組織として「生活

交通を考える会」も組織しておりまして、こちらでは高校生やシニアの方などの参加



 

をいただいております。 

 東員町の公共交通に関することは、今後も、基本的にこの「地域公共交通会議」を

中心に進めていきたいと考えております。もちろん、時代に合った新しい公共交通の

研究と挑戦は重要なことでありまして、最近では様々な市町が、今、議員からご指摘

いただいたように、デマンド交通や、マース、自動運転といった新しい交通施策の実

証等に取り組んでおられます。 

 こうした流れに沿いまして、本町では昨年度グリーンスローモビリティの実証実験

を行っております。こうしたことは、あくまでも地域が主体となった移動手段の確保

ということで、これが大切であろうと考えております。  

 どんな公共交通の形態をとりましても、全ての人が満足するものは不可能でござい

ます。そして短いスパンで、例えばオレンジバスの時間等を変更していても、かえっ

て利用者にとって不便なものとなっております。オレンジバスも利用者のニーズや、

他の公共交通との連携等、様々な要素を考慮し、ベストと思われる形で変化してまい

りました。 

 今まで歩んできた経験を活かして、新しい交通施策も研究しながら、少しずつ改善

していくことが、今後の必要な取り組みと考えています。  

 本町は、現在の交通計画が来年度でひと区切りとなるため、来年度は新しく「地域

公共交通計画」の策定を進めております。この計画では、様々な公共交通が連携し、

その役割やあり方などについて、中長期的ビジョンを定めてまいりたいと考えており

ます。よろしくお願い申し上げます。  

○議長（水谷 喜和君）   大崎昭一議員。 

○１番（大崎 昭一君）   ありがとうございます。地域の公共交通づくり、決し

て一朝一夕には満足がいくものはできないと思いますが、何としても大きなテーマと

して短期展望、中長期展望をもってよりよい道を求めていくようにしていただきたい

と思います。 

 その大もとになる問題としては、やはりこの５０年の歴史を有する東員町の発展を

支えてきた、今、現にこのまちで暮らしている高齢者、住民の方が買い物へ行くにも

不便、医者へ行くにもままならないという現状をどう改善していくのか、そしてまた

運転免許証返納条件という問題も目の前にきております。こうした受け皿づくりに知

恵を出していただきたい。みんなで知恵を出し合って、いい道を見付けていこう、こ

のことを申し上げて次に移らせていただきます。 

 ３つ目は、治水防災・減災計画について質問いたします。大変多岐なテーマでござ



 

いますので、今定例議会では昨年の記録的豪雨災害とのかかわりで、河川の浚渫事業

に絞って質問いたします。 

 昨年９月５日、記録的豪雨により、中上地区をはじめ、いくつかの地区で床上や床

下浸水の被害、長深地区では民家が１軒土砂崩落で押しつぶされる、こういう被害に

見舞われました。改めて被災者の皆様にお見舞いを申し上げます。また町長をはじめ、

職員関係者の皆さん、その当時、そして今もでありますが、このご尽力に敬意を申し

上げます。 

 私たち日本共産党は、９月７日に本村伸子衆議院議員、山本りか三重県会議員、大

崎潤子前町会議員、上原君代元町会議員が中上地区、長深地区の現地に赴き、お見舞

いと視察を行い、政府、三重県、そして水谷町長へそれぞれ被害者救済、復旧対策、

防災・減災対策の強化を申し入れてきました。 

 近年、異常気象による自然災害は、毎年発生する様相であり、本町も住民の命と財

産を守るための対策強化は急務であります。本町には、員弁川を母なる川として準用

河川の三孤子川水系、普通河川の藤川水系、弁天川水系、員弁川水系、三孤子川水系

の１４の河川があります。私はこの町内の川を視察いたしました。全部は見切れませ

んでしたけれども、かなり土砂の堆積している川が多く見受けられます。一部ですが、

写真を撮ってまいりましたので、見ていただきたいと思います。  

 （パネル掲出）これは戸上川、戸上橋付近の北勢線の走っている付近であります。

これは藤川の山田橋上流付近です。雑木が川の土砂に根を張って木が植わっていると、

こういうところもあります。この写真は三孤子川であります。中上と桑名のちょうど

境になる、昨日も話でありましたけど、直角で員弁川の方に流れているという角です。

こういった箇所がやっぱり随所に見られます。こういったところをいち早く手をつけ

て、被害が起きる前に取り組んでいくことが必要だと思っております。  

 私の調査では、政府は令和２年度予算案で、緊急浚渫推進事業費の創設を位置付け

ております。緊急浚渫（堆積土砂の撤去等）推進事業の創設では、一級河川、二級河

川、準用河川、普通河川を対象としています。事業年度は令和２年から６年度の５年

間、地方財政措置、充当率１００％、事業費見込み５年間、４，９００億円、人命第

一として位置付けております。この事業創設は国交省ではなくて、総務省が人命第一

として予算を付けた、ここに画期的な意味合いがあると私は思いました。  

 そこで提案です。この浚渫事業費を大いに活用して、本町の防災対策に着手するこ

とを提案いたします。私は国と地方自治体との仕組みはまだ勉強中でございます。総

務省の堆積土砂の撤去等、緊急浚渫推進事業費の創設の活用方法や、隣接自治体との



 

関係性などはぜひとも執行部の方で研究していただいて、この事業を取り組んでいた

だくということを求めたいと思います。私が今申し上げました調査・勉強のことに例

え手違いがあったとしても、本町の治水・減災対策は急がなくてはなりません。河川

の土砂浚渫事業の実行計画をお示しください。ご答弁をお願いいたします。  

○議長（水谷 喜和君）   伊藤徳孝建設課長。 

○建設課長（伊藤 徳孝君）   おはようございます。それでは、治水・防災・減

災対策についてお答えいたします。  

 本町では、昨年９月４日から５日にかけ、近年では経験のない豪雨に見舞われ、町

内の至るところで被害が発生いたしました。また、昨年の台風１９号による河川氾濫

等の大規模な浸水被害等が全国的にも相次いだことから、今議員がおっしゃいました、

国では河川に堆積している土砂等の浚渫、撤去を行う日常の維持管理が減災に繋がる

とし、令和２年度から６年度までの５年間の特例措置として新たに「緊急浚渫推進事

業」が創設されました。この事業では、河川の管理者が単独事業として行う緊急的な

河川の浚渫等の事業費に対し、国が交付税による地方財政措置を行うものとされてお

ります。 

 町内では、員弁川をはじめとする三重県管理河川が１７河川と町管理河川が１４河

川がございます。治水、防災、減災の観点から適切な維持管理に努めています。  

 しかしながら、今、写真でお示しいただいたような、戸上、藤川、三孤子川、三重

県の管理する河川につきましては、毎年、土砂の浚渫撤去の要望もいたしておるとこ

ろでございます。町管理河川では、平成２６年に南大社地内の笹谷川で堆積土砂の撤

去を行ったこともございます。また、県管理河川では、部分的に浚渫等を行っていた

だいておりますが、現在も多くの土砂が堆積した状態であり早期の対応を毎年度要望

いたしております。 

 議員ご提案の「緊急浚渫推進事業」の詳細な内容は示されていませんが、その活用

につきましては、河川の氾濫の未然防止や事業に係る地方公共団体の財政的な負担も

軽減されることから、本事業につきまして調査、研究を行い、積極的に活用してまい

りたいと考えております。よろしくお願い申し上げます。  

○議長（水谷 喜和君）   大崎昭一議員。 

○１番（大崎 昭一君）   ぜひ取り組みを急いで、活用するものはどんどん活用

していくと、この立場でよろしくお願いしたいと思います。これまで、町内の川で言

いますと、これは国の管理、県の管理だからということでなかなか手が出せないとい

うような、我々町民、町の執行部の皆さんもじくじたる思いでこの問題に当たってい



 

らっしゃったと思いますけども、今回、総務省が特別にこういった予算措置を作った

と、このことをしっかり押さえて取り組んでいただきたいなと思っております。  

 「こんにちは！東員町です」でしたか、パンフレットが出ております。ここの１５

ページだったと思うんですが、我がまちは自然災害、土砂流出等がない大変いいまち

だと、このようにアピールされておりますので、この三十数年来の安全・安心の東員

町が異常気象によって今壊されていると、ここの問題も出てきますので、何としても

このパンフレットに書かれている道をいつまでも続けられるようにお取り組みをいた

だきたいことを申し上げたいと思います。  

 次に移らせていただきます。４つ目は、補助金見直しに関する方針案でございます。

補助金見直し案は６２項目に及んでおります。この中で重度障害者加算助成補助金、

シニアクラブ補助金、敬老事業補助金、資源ごみ収集団体育成補助金、子ども会育成

事業補助金など、地域住民や社会的弱者支援とのかかわりに深い項目があります。今

日はこの６２項目全てを議論すること、質問することはできませんので、ここでは自

治会への補助金等について、とりわけ行政協力員報酬、行政連絡員報酬に絞って質問

を行います。 

 町長構想をよりよいものにするために、行政と地域が公助・共助・自助と言われて

いる共助のマインドを心豊かにより深めることが重要だと考えます。１１項目の補助

金、交付金、報酬削減案は行政と住民、自治会の信頼関係にひびが入り、町長ビジョ

ンにも逆行するものと私は思えてなりません。令和元年８月、補助金等見直しに関す

る方針案にある、自治会と行政が対等な関係のパートナーシップへと時代は移り変わ

っている。このように書かれていますが、時代が変わったとしても、自治会長職の任

に当たる人はこれからも必要であり、果たすべき役割と責任、その量と質は重大だと

思います。自治会長をはじめ、役員の努力と労苦をいかほどに考えていらっしゃるか、

このように私は言わざるを得ないと思っております。  

 とかくここまでの議論を聞いておりますと、議論の方向が広報などの配布物をどこ

のだれが受け持つのか、業務の量の振り分け、この問題に向いているやに思えて仕方

ありません。地域現場での焦眉の課題は、役員の担い手づくり、高齢であるからこそ

自治会員の一員でありたい、ひとり暮らしが大変だからこそ繋がっていたい、これが

東員町民の心の問題です。しかし自治会にいると役が回ってくるから自治会をやめた

くなる。こういった高齢者の切なる願いに寄り添う気持ちを、お互いにリスペクトし

合う、これがこれからの東員町のまちづくりに必要だと考えます。  

 行政が支援する仕組みを構築する行政改革の本質をここに置いていただきたいと強



 

く申し上げたいと思います。本町が持続可能なまちづくりを目指すためにも、今、現

にこのまちで暮らす人々の営み、コミュニティを大切にするために、報酬等は減額で

はなく、むしろ増額をしてでも見直しをするべきと私は考えます。行政と地域との絆

を深めることは大切であり、もっともっとこの問題は議論が必要であります。  

 そこで提案いたします。自治会への１１項目補助金見直し案、これをひとまず棚に

上げて、よりよいまちにするにはどうするべきか考え合うために、行政、議会、自治

会など関係者が英知を寄せ合って合同で議論を深め、暮らしの深部から知恵を出し合

う、これもまた仮称でありますけれども、こういう検討会議の開催を提案いたします

が、町長のご見解はいかがでしょうか。  

○議長（水谷 喜和君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   補助金等の見直しについてお答え申し上げます。  

 昨日、広田議員からも同様のご質問をいただき、お答えさせていただきましたが、

本町では、高齢化にともなう個人町民税の減少や、社会保障経費の増加、公共施設の

老朽化に伴う維持管理経費の増加など、町財政は非常に厳しい状況になっております。  

 こうした中、持続可能なまちづくりと健全な財政運営のため、行財政改革は避けて

は通れない喫緊の課題であると考えております。  

 行政協力員である、自治会長等に関する報酬の減額、あるいは廃止は、行財政改革

の一環でございます。しかしながら、自治会は議員もご指摘のとおり、地域コミュニ

ティの醸成、また地域づくりにとりまして大変重要な要素であることは、行政といた

しましても強く認識をしているところでございます。 

 したがいまして、財政状況が厳しい中ではありますが、今後もコミュニティ交付金

は現在の水準を堅持し、自治会を支援させていただきたいと考えております。併せて、

報酬を廃止するだけではなく、行政から自治会や自治会長にお願いをしている業務、

事業も見直し、自治会長の負担軽減を図っていくことを考えております。  

 補助金等の見直しにつきましては、平成２６年度に出された行財政検討委員会から

の提言を踏まえ、「東員町財政の健全化に向けた集中取り組み」に基づいて、昨年度

に庁内補助金等プロジェクトチームにおいて、業務全般を対象に検討を重ねてまいっ

たもので、今後、新たな検討会の設置は考えておりません。  

 今年度、改めて全庁横断的に新たなプロジェクトチームを立ち上げ、さらに詳細な

検討を重ねておりまして、有識者のご意見もお聞きしまして、令和２年度中に、方向

性を見出したいと考えております。  

 行財政改革は、持続可能な東員町づくりのため、財政健全化に欠かせないものと考



 

えておりまして、全庁を挙げてしっかり取り組んでまいりたいと考えております。  

 以上です。 

○議長（水谷 喜和君）   大崎昭一議員。 

○１番（大崎 昭一君）   町長にご答弁いただきました中で、大変町の財政が厳

しいと、このお話は、これはこれでまた議論をしていくように私はしたいと思ってお

ります。 

 ご答弁の中で、私は今回の中で、要するに会長手当、行政協力員報酬、このことに

ついて棚上げをしていただきたい、このことを申し上げたわけですが、なぜそのよう

なことを申し上げるかといいますと、確かに仕事の量は大変であります。しかしその

仕事の量をこなすという物理的な問題だけではなくて、その内実は行政との連絡、自

治外業務、準備、段取り、事務、実務、そして形には出てきませんけれども、地域住

民の文字どおり生老病死、生きてから死ぬまでのいろんな出来事の相談相手としての

自治会長職、人間関係の全てに判断と責任を担う会長職全てのかかわりに対しての評

価をどのように考えるのか、ここが大きなポイントかなと思っております。差し迫る

課題としては、毎年役員づくり体制などの会長職の心労というのは大変であります。

こういう状況の中で会長をはじめ、各種役員や自己犠牲を惜しまず、心と心が繋がり

合うコミュニティ構築のため、地域のため、町のためにと崇高なボランティア精神で

行政との協力のもと努力を継続しています。行政協力員報酬、行政連絡員報酬、差遣

廃止案、ぜひ棚上げをしていただきたいと思いますが、もう一度ご答弁をお願いいた

します。 

○議長（水谷 喜和君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   自治会長さん、昨日、広田議員にもお答えさせていた

だきましたが、自治会長というものは自治会の長であります。そしてその自治会を含

めた地域づくりを主に行っていただくものというふうに考えております。ということ

は、本来、自治会長さんの手当というのは自治会から支払われるべきものであって、

行政が自治会長に支払うというものではないというふうに考えております。今までは、

先ほども述べましたように、自治会長さんに、あるいは自治会にいろいろ行政からお

願いをしてきていると、そういう負担をおかけしているものを、当然そういうものも

取り除いて、負担軽減をさせていただいて、その自治会の地域づくりに専念をしてい

ただけるような状況にさせていただきたいというふうに思っております。それも含め

て、自治会、自治会長というものをこれから我々としても関係性を見直していかなけ

ればいけないというふうに思っております。  



 

 そして、まずもってコミュニティ交付金というのを自治会にお支払いしております。

これは今までどおりきちんと払わせていただいて、地域づくりをお支えしたいという

ふうに思っておりますので、あくまでも今回は個人へいくもの、これを廃止させてい

ただきたいということでございますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。  

○議長（水谷 喜和君）   大崎昭一議員。 

○１番（大崎 昭一君）   ありがとうございます。町長は行政協力員報酬を個人

にいくものだから、これを廃止の方向へもっていくとおっしゃいました。これは町長

お一人のご見解だと受け止めさせていただこうと思います。個人に払うという、そう

いう問題意識、私はどうしても納得できません。そしてこの令和元年８月に示されま

した、３ページですが、自治会への補助金等についての廃止をする上での前文ですけ

ども、これを読んで、どうしても文脈がわからないんです、私は。いいまちをつくろ

う、そのために地域住民とよりよい方向を作ろうと述べておいて、だから自治会長手

当はなくすんだ、個人に払うものはなくすんだ、この論理展開は私はどうしても何度

読んでもわからないんです。そしてまたご答弁を聞いても、理解と納得が得られませ

ん。ぜひともこの問題、議論をもっと深めていただいて、自治会長の皆さんがどうい

うお考え方なのか、自治会長会という集団での場があるわけですけども、そこでどう

いう検討、答えが出ているのかは私はわかりません。また教えていただきたいわけで

ありますが、ぜひとも議論がこういうふうに割れている問題を、この行政改革委員会

ですか、補助金見直し等で出されたご意見はご意見として承り、そしてまた私たちの

現場からの声も受け止めていただいて、よりよい道を図っていただくように取り組ん

でいただくことを申し上げます。 

○議長（水谷 喜和君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   この個人へお支払いする自治会長手当をやめるという

のは、私だけの私見ではございません。これは庁内で決めたことでございます。そし

てこの決めたことについては、意見は割れておりません。もうはっきりしております。

これは行財政改革の一環で、コミュニティ交付金はもうきちっとこれまでどおりちゃ

んとやると、そして自治会、地域を支援すると、こういった姿勢には変わりございま

せん。その中で個人へいくもの、今、重複しておりますので、個人へいくものについ

ては廃止させていただく、こういうことでございます。  

 どうしても今、財政状況は非常に厳しくなっている中で、いろいろと工夫をしてい

かなければいけない。こういう段階に入っておりますので、ぜひご理解を賜りたいと

思います。 



 

○議長（水谷 喜和君）   大崎昭一議員。 

○１番（大崎 昭一君）   お話をお聞きしましたが、私としては理解ができない

状況であります。時間もありませんので、ぜひ再検討、よりよい道を見付けるための、

行政協力員報酬廃止という道を棚上げしていただくことを求めて、私の質問を終わら

せていただきます。ありがとうございました。 

 

○議長（水谷 喜和君）   ただいまの出席議員は１３名であります。 

 休憩前に引き続き一般質問を行いますが、先の建設課長の伊藤徳孝課長の発言の中

で訂正の発言をしたいということでございますので、発言を求めます。  

 伊藤徳孝建設課長。 

○建設課長（伊藤 徳孝君）   失礼いたします。先ほど、大崎議員の治水・防

災・減災対策の中での、三重県管理河川、私が１７と言ったということでございまし

て、三重県管理河川は７河川でございますので、訂正させていただきます。よろしく

お願いいたします。失礼しました。  


