
 

○１４番（山本 陽一郎君）   私どものこの国、この社会は今、激動する世界情

勢、なかんずく中国武漢発の新型ウイルスの発症、拡散によって世界各国は言うまで

もなく、この国、この社会、そして我が東員町へと大きな社会問題として波及してき

ております。今こそ我が東員町は行政と議会、そして各自治会、地域との連携を図り

ながら、その英知を結集して町民の皆様の生命を守る、地域の安心・安全なまちづく

りに向けて万全の対策をとるべきであると考えております。ゆえに行政による今後の

正確な情報の報告を求めておきたいと思います。併せて、一日も早くこの問題が終息

できるように願っております。 

 さて令和２年３月議会における一般質問の最後を務めるに当たり、町長より執行部

と大きくは行政について議論を交わしたいと思います。今回は補助金等の見直しとい

うことでございますけれども、これは同僚議員の広田議員、大崎議員、もと自治会長

さんですね、この２人の方が同じような問題提起をされております。私も今から何年

前になりますかね、３０年ぐらい前になりますか、自治会長を務めさせていただいた

経験がありますので、同じようにこの問題については非常に深い関心を持ってその推

移を見守っているところでございます。この問題は、各種団体が含まれると思うんで

すけども、６２事業、これについての見直しをしていこう、当然その中には自治会の

行政協力員の報酬、あるいは連絡員の報酬等も含まれるということでございますけれ

ども、今、ややもするとこの大きな課題、行財政改革、このまちの永続的な発展を図

るために必要であるとの趣旨の基で見直しが行われようとしておりますけれども、申

し上げたように、行政協力員の報酬問題、行政連絡員の皆さんの報酬問題に焦点が移

っている。これはいかがなものかと私は思っています。行財政改革はやってもらわな

きゃいかん。やるべきと私は思っております。私も議会において監査委員を何期か務

めさせていただきましたので、ある程度行財政のことは理解しているつもりでござい

ます。大変な少子高齢化社会ですね。我が東員町において６５歳以上の高齢者と呼ば

れる皆さん、在来地区では２３．９％、新興地区、要するに団地ですね、団地の高齢

者が３５．２％、併せて東員町２９．５５％になります。ものすごい勢いで高齢化し

ている。これは県の平均より２％ほど上回っている。一時は三重県一若いまち、活力

のあるまちと言われてきた東員町が、今まさにこのような事態におちいっている。そ

れから考えると、それを見越してこの改革に向けてのお考えが遅過ぎたのではないか、

それは現執行部にはとどまりませんよ、これまで歴代、こういう日が来る、こういう

ときが来るという想定のもとで行政運営がなされてこなきゃいけなかった。議会に身

を置く一人として、私も反省をさせていただいております。  



 

 そこで、申し上げたように、この厳しい東員町の現状の中で、この改革を進めよう、

補助金の見直しをしなきゃいけない、そういうことに思いが至ったその思い、今なぜ

やらなきゃいけないか、このことを町長から住民の皆さんに対して、我々議会に対し

て、そして今日傍聴されている皆さんに堂々と明らかにしていただきたいと思います。  

○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関するご質問にお答えさせていた

だきます。 

 ここに至った経緯と申し上げますと、昨日からずっと申し上げていますように、平

成２６年に行財政検討委員会がありました。その委員会から「継続的な行財政改革」、

「町の活性化に向けた新たな取り組み」、「住民協働のまちづくり」、「組織力の強化と

人材の育成」、そして「健全な財政基盤の確保」この５つの提言をいただきました。

町としての取り組みを進める中の一つとして、これからも、東員町が持続可能な財政

運営を行うために補助金等の見直しを抜本的に行っております。  

 財政健全化の取り組みとして、補助金等の交付は透明で公正な交付基準のもと、効

率的かつ、効果的となるようなものにしていかなければならないと考えております。  

 見直しの対象となるのは、法令等に規定するもの以外の補助金で、６２の補助金等

となっており、現在、この６２を順次、関係団体等と協議を行っております。  

 次に影響でございますが、補助金等の見直しにつきましては、令和２年度までに方

向性を決定してまいります。ただ、行政協力員制度につきましては、法律の改正によ

りまして、報酬という形ではお支払いできなくなりました。したがいまして、次年度

からは謝礼という形に変えます。また４月から広報紙は町の手で配布することといた

しておりますので、これにかかる費用分として、来年度分につきましては、３割相当

を削減させていただく予定でございます。再来年度は５割相当の減額、令和４年度に

はこの謝礼を全廃させていただき、同時に配布物は全ての自治会の手を煩わせないこ

とに加えて、自治会対抗などのイベント等の見直しも含めて、自治会長及び自治会の

負担軽減に努めてまいります。 

 補助金等の見直しにつきましては、今後、関係団体等との協議が進む中で、課題も

出てくることと予想されております。これにつきましては、新設のプロジェクトチー

ムとともに、状況を分析・検討し、課題解決に向け取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

 これから、少子高齢化がさらに進行することが予測され、社会保障費が膨らむより

厳しい社会情勢になってまいりますが、持続可能な東員町を目指し、健全な財政運営



 

ができるよう、不断の改革を進めてまいります。 

 町民の皆様及び議員各位の皆様のご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。  

○議長（水谷 喜和君）   山本陽一郎議員。 

○１４番（山本 陽一郎君）   持続可能な東員町でなければならない。今から何

年前になりますかね、平成の大合併がありました。そのときには現町長の水谷町長も

多分その議論の中にお入りいただいたんだろうと思っています。私も当時の一次議長

を務めさせていただいて、合併が是が非かということで住民の皆さん、行政の皆さん

とともにこの問題に関与してきた経緯があります。そんな中で東員町は、断固として

自主・自立の道を選んだ。私はこのことは間違っていなかったと今でもそう思ってい

ます。行政はできるだけシンプルで小さい方が効率がいい。このような思いで、当時

の町長はちょっと体調を崩されたということで、議会が主導してこの合併に対して反

対をした。そして自主・自立の道を選択した経緯があります。それゆえに、今、先ほ

ど申し上げた大変な少子高齢化社会、どうやってこのまちを運営していくのか、当然

今の執行部の皆さんは夜も寝ずにお考えいただいて、今日のご答弁によりますと、こ

れは町長一人のお考えではなくて、町を挙げてこの改革に向けて取り組んでいくと、

こういうお言葉がありました。お聞きさせていただきたい。年をとってくると少しく

どくなるのでどうかと思いますけれども、副町長、あなたも当然その町長のお言葉に

従って、いやそれ以上にこの改革に向けての気概をお持ちだと思いますので、その決

意をお述べいただきたい。 

○議長（水谷 喜和君）   小川裕之副町長。 

○副町長（小川 裕之君）   私の方からお答えいたします。この補助金の関係は、

平成３０年２月に東員町財政の健全化に向けた集中取り組みということで、全員協議

会でご説明いたしました。その中の一つとして、この補助金の見直しに関することと

いうものがありました。その他には、事業評価に関することとか、それから総人件費

の抑制に関すること、総合窓口の業務に関すること、その４つの課題についてプロジ

ェクトチームを作ろうということでご説明いたしました。その結果が、昨年、平成３

０年度中に一応全部出てきました。それを精査して、昨年、平成３１年の８月の時点

で補助金については全員協議会の方、あるいは自治会長会の方にご説明をしてきたと

いうところでございます。 

 なぜこういうことをしてきたかというのは、先ほど町長が申し上げたとおり、これ

からの社会保障費、これは共通のリスク、皆さんが当然長生きしていくと共通のリス

クですから、これに関するお金を準備しておかなければならないということで、補助



 

金について、補助金もいろいろあるわけですけども、過去の経緯からいくと、今と補

助金ができたときとは時代が変わってきてますので、当然見直しすべきものは見直し

をするんだと、そういうことで全体的な今後のことも踏まえて、財政の健全化の集中

取り組みを行ってきたということでございます。  

○議長（水谷 喜和君）   小山 均財政課長。 

○財政課長（小山  均君）   他の方のご質問にもありましたように、町長一人

だけの考えではないということにつきましては、今回のこの見直しに当たりましては、

これからを担う若手職員で原案を作りまして、町の未来を考えた上で取り組みを始め

ておるということですので、町長だけの考えではないということをご理解いただきた

いと思います。 

○議長（水谷 喜和君）   山本陽一郎議員。 

○１４番（山本 陽一郎君）   副町長の答弁をいただいた。財政健全化に向けて

全庁を挙げてやっている。 

 それでは教育長にお尋ねしたい。当然、教育長もこの改革に向けてご相談をいただ

いていると思います。教育行政をお預かりいただく教育長として、今回のこの補助金

見直しに関する見解、そして全庁一体となって進めるということなので、教育長のお

考えを求めたいと思います。 

○議長（水谷 喜和君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えさせていただきます。町長が東員町を持続可

能なまちづくりと言われましたけども、これも何年も前から行政改革の方で提言を受

けておりまして、私どもはもうそれをいろいろ進めております。例えばその手法とし

ては、どう考えても東員町のまちで言うならば、選択して集中していかなければなら

ない。それは町長が日ごろ言っていることなんです。ですから具体的には、例えば教

育委員会の範疇で言えば、ドイツ派遣をやめました。それから文化事業とかいろんな

もの、今まで芸能人の方をいっぱい呼んでおりましたけれども、そういうところの選

択をしております。また学校への特色化の補助金の１校当たりの単価を下げたりとか、

いろんな部分で選択を進めました。そして今、どこに集中しているかというと、町単

の学習支援員とか、それから町単の保育支援員とか、それから町単のＡＬＴとか、発

達支援室の立派なのを作っていただきました。待機児童ゼロというのを苦しい中でも

そこを目指すというので毎年新しい新採の保育者の確保にもお金を使っております。

ですから私どもは、今回の自治会の補助金等もありますけれども、もう既に、今年か

らじゃなくて、既に何年も前から進めているということ、それを私どもは今後も継続



 

して進めていきたいなと思っております。  

 以上です。 

○議長（水谷 喜和君）   山本陽一郎議員。 

○１４番（山本 陽一郎君）   町長をはじめ、三役の皆さんからそのお考え、決

意をお聞きいたしました。私が冒頭申し上げたように、私も同じような、全部が全部

じゃないですよ、全体として同じような思いで議会活動をさせていただいております。

改革はやらなきゃいけない。ただ、焦点となっているこの自治会への、コミュニティ

事業については今のままだよということなのでそれはともかくとして、本来であれば

聖域なき改革をしてもらわなきゃいけない。コミュニティ事業も全部ひっくるめて、

一度ご破算にして、そして本当に必要なもの、このまちにとって大事なもの、これは

残していかなきゃいけないよというものをピックアップしてやっていただく。そうで

なければ中途半端に終わる。本当の改革にはならない、繋がらない。このように思っ

ています。 

 そして町長に申し上げたいんだけども、先ほど申し上げたように、その皆さんのお

考えが素直に世間に伝わっていない。今、いろいろと教わると、行政協力員、行政連

絡員の報酬云々がひとり歩きしているのではないかと、このように思っています。そ

れを払拭するためには、やはり６２事業、これらをまず精査して、精査しているか。

自治会関係で１１事業、そして町が関与するそういう機関で９事業ですか。約２０ぐ

らいがピックアップされているんだろうけど、これを見直ししようということなんだ

けれども、そういうものを先にやって、先に議論して、そして最後にこれまで一緒に

このまちを作り上げてきた、支えていただいた自治会の問題に切り込んでいく。こう

いうことであれば、今よりよほどスムーズに皆さんのご納得をいただけるのではない

かと思っています。 

 前にも副町長にも申し上げた、この改革を進めるに当たっては、よほどの覚悟をも

って進めていただかなければいけませんねというお話をさせていただいています。こ

れは町長にも申し上げたかな。覚悟をもってやる。やるのはいいけれども、手順を間

違えてはそごが出る。それは十二分にご理解いただいていると思うんだけれども、じ

ゃあそこをお聞きしよう。 

 この６２事業、焦点になっている２０事業はともかくとして、それの見直しの進捗

状況、これはどうなっていますか。これは財政課長かな。  

○議長（水谷 喜和君）   小山 均財政課長。 

○財政課長（小山  均君）   また事業の補助金の見直しに当たりましては、事



 

前に議員の皆様にも入りますということでご説明をさせていただきました。その後に、

新しいプロジェクトを設置いたしまして、各課の取り組み状況を現在把握している状

況でありまして、まだまだ全ての事業の中に具体的に入ってきているというわけでは

ありません。ただ２回ほど会議を開かせていただきました中には、いろんな課題が浮

かび上がってきているのも現状でございます。そういう中をどういうふうに見直して

いこうかと、そういう議論を今現在進めている最中でございます。  

 以上でございます。 

○議長（水谷 喜和君）   山本陽一郎議員。 

○１４番（山本 陽一郎君）   だから話の筋が通らないようなことが起きる。配

布だけではありませんね、自治会、行政協力員、班長の皆さんのお仕事というのは。

教育長がおっしゃったように、スポーツの面、あるいは文化の面においても、いろい

ろ関係していただく、お願いをしていく、そういうことなんですよね。そういうこと

であるなら、まずはそういったもろもろの行政見直しについてやっていただく。そし

てその結果、先ほど申し上げた、聖域なき改革の中で、これとこれとこれは残してい

きましょう。これについては見直していきましょう。そういう話があって、そして最

終的に、議会もそうかもしれませんね、議会への報酬の課題もあるんだろう、それを

含めて最後のとりでとして自治会長さんに、こうこうこういうことですのでぜひその

趣旨をご理解いただきたいということであるなら、私はもっとスムーズにこの改革が

進むのではないか、このように思いますけど、町長、どうですか。  

○議長（水谷 喜和君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   私は先ほど議員がおっしゃった、本来なら全部補助金

をゼロにする。これを本来はすべきだというふうに思っています。ゼロにしていて、

積み上げていくというのはこれは本来のやり方だろうというふうに思っています。た

だ、これをやるとハレーションが大き過ぎるというようなことがあって、ちょっとそ

こまで踏み込めなかったということが、これは私の反省です。ただ、この補助金につ

いては、今、具体的な検討、具体的に今各原課でやっているということでございまし

て、基本的にはもうやってきたことが随分あるんです。あるんですが、先ほど教育長

も言いましたように、できるだけ中の改革からずっとやってきて、そして今、補助金

というところへきて、補助金の改革についてもいろいろ行ってきた中で、今この自治

会というところへきているというふうに私は理解しておりますし、そのように一応順

を追ってやってきている。ただこれがいきなり突出しているというか、そういうこと

で目立っているということでここへ焦点が当たり過ぎているというふうには思ってお



 

りますが、決してここだけを、自治会長の報酬だけを取り上げてやっているわけでは

ございませんので、いろいろな改革の中でやってきているということ。  

 それともう一つ、自治会はコミュニティ交付金というのを、そこの自治会長の報酬

という、ダブルで出させていただいているというのがずっと続いてきました。やっぱ

りここは同じ趣旨で出ているというのも書いてありますので、やっぱりここはきちっ

と精査していかないかんだろうというのは前から議論がありました。そういうことで、

この報酬問題、要するに個人にいくお金ということに焦点が当たったということでご

ざいます。 

○議長（水谷 喜和君）   松田 徹町民課長。 

○町民課長（松田  徹君）   若干お答え申し上げたいと思います。この自治会

長さん、行政協力員報酬が先行してということでございますが、こちらは当初は他の

補助金と同様に令和２年度中に検討いたしまして、令和３年度から廃止と、当初はそ

ういったことを自治会長さんの方に申し上げたわけでございますが、そうしますとそ

れまでの自治会長さんは１００％の報酬をお受けになられて、ご自身が退任された後

の自治会長さんがいきなりゼロというのは、やはりこれはこれで問題ではないかとい

う、そういったご意見もございまして、それで先ほど町長が申し上げましたように、

令和２年度中は３割の減、令和３年度は５割の減と、段階的に減額をして令和４年度

に廃止させていただくと、そういったことをそのご意見も踏まえて、令和元年中には

７度、そして令和２年に入りましてから６度、いろいろご説明も申し上げまして、ご

意見もいただいた上で、町として総合的に判断した結果、そういった案を最終２月に

ご了承と言いますか、ご了承まではいきませんが、笑顔なき同意を自治会長さんから

も頂戴したということを私どもは認識しておるわけでございます。  

 先ほど来、山本議員がおっしゃったとおり、地域をお守りいただいて、地域のため

にご尽力をいただいて、かつ行政の一翼を担っていただいた自治会さん、自治会長さ

んの大切さというのは、町長以下執行部もよく承知しておりまして、でございますの

であらかじめやはり先行して自治会長さんにいろいろご説明したということも事実で

ございます。この大切な思いというのは、昭和６３年１月１日から平成５年３月３１

日まで自治会長をお務めいただきました山本議員と全く同じでございますので、ご了

承をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（水谷 喜和君）   山本陽一郎議員。 

○１４番（山本 陽一郎君）   この行政協力員、自治会長さん２本立てですね。



 

この問題は今から１５年ぐらい前だったですかね、同僚の議員が問題提起をされた。

個人への報酬の支払いはいかがなものかという、町長がおっしゃることと同じような

思いの中でそういう提言がされた。そこで急遽、行政協力員という名を設けて、そし

て支払いができるようにということで現在に至っている。そういう経緯があったとい

うふうに私は思っております。間違っていたら指摘してください。そういう経緯があ

ったのでもとへ戻す。私もそのときどうなるのかなという思いはしていましたけども、

今、おっしゃるように、それに問題があるということならこれはもとに戻さなきゃい

けませんね。 

 そこで、３年かけてゼロにしていこう。その間に自治会、自治会長さんの業務をで

きるだけ減らしていこう。当然それはやってもらわなきゃいけないけども、そこで私

が考えるのに、やはり自治会長さんというのは皆さんがお考えいただくように、そん

なに単純なお仕事ではないと思っています。やはり地域の要、地域をまとめていただ

く、特に在来の自治会長さんはいろんな問題について相談に乗り、そして裁定という

か、そういうこともなされているのではないかと思いますけども、そういう形でやっ

てられるのかなというふうに思いますので、そうであるなら、きちんとした制度を作

って、自治会長さん、自治会長会を開いて、そして町の町長以下行政の皆さんのお考

えをお伝えいただく、そしてそれを実行するお手伝いをしていただくということであ

るなら、費用弁償をお考えいただいたらどうか。今でもありますね、審議会とかいろ

んな場を設けて町がご相談いただいていますね。それと同じように、自治会長さんに

地域の要としてのお役割を果たしていただくために、費用弁償という形で、それは細

かく規則を作ってもらわなきゃいけませんね。それに基づいて費用弁償をお支払いし

ますよと、そういうことも考えられるのではないか、私の拙い思いの中ではそのよう

な思いもするんだけども、その辺はどうですか。  

○議長（水谷 喜和君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   自治会長というのは、昨日もお答えさせていただきま

したように、地域の長であります。多分一番やっていただかなければいけないのは地

域づくりだろうというふうに思っています。ですから、我々の思いとしては、その地

域づくりに専念していただきたい。我々の行政からの雑用とは言いませんけど、行政

からのお願いを今までしてきた。これはもう本当にあることですので、ここは我々も

改めて自治会長さんが地域づくりに専念できる環境を作っていくということは大事な

ことだろうというふうに思っています。その中で、この東員町全体の地域の連携とい

うことで、どういう頻度かわかりませんけど、定期的にお集まりいただくための費用



 

弁償、これはあり得るかなと、勝手に言っていいのかどうかわかりませんけど、私の

個人的な考え方としてはあり得るのかなという気はしています。これは検討させてい

ただきたいと思います。 

○議長（水谷 喜和君）   山本陽一郎議員。 

○１４番（山本 陽一郎君）   聞いておりますと、これは情報ですから間違って

いたらご指摘ください。コミュニティ事業に補助金はそのまま確保しますよというお

話がありますね。その中でその自治会長さんの報酬も考えられるのではないかという

ような議論もあるように聞いておりますけども、本来あってはなりませんね。コミュ

ニティ事業に対する交付金が、そういう自治会長さんの報酬へというのは、これは筋

が通らないような思いがしますので、先ほど申し上げたように、どこの審議会、どん

な学識経験者でも費用弁償を受けて、町のため、地域のために提言をしていただくと

いうことであるなら、当然地域の要である自治会長さんにもそのような形でお支払い

する、それが公明正大であるのではないかというふうに思いますので、ぜひご検討を

いただきたいと思っております。 

 実は先日、二、三日前でしたか、私の小さな事務所に地域の方がお見えになりまし

た。当然高齢化が進む中で７０歳を超えている人、その方が、班長さんのなり手がな

くて困っている。その班の中ではね。それでどうしたもんだという話の中で、もうい

っそのこと自治会、班を脱退して、もっと身軽に余生を送りたい。そういう思いがあ

るということの中で、じゃあ今町が進めようとしている配布物、これについてはどう

お考えになりますかと、ぜひやっていただきたい。町長がおっしゃるように、税金を

お払いいただく住民の皆さんにはあまねくそういう広報物はお届けしなきゃいけない

という義務がある。当然のことだと思います。それについては自治会では足りないと

いうことであるなら町がそれをやる。そしてそれについては当然費用対効果ですから、

減額をしていただくのは結構。こんなことを言ったら私随分叱られるかもしれません

けど、あえて申し上げる。そういうことであるなら、ぜひそういうこともあり得るの

かなと思っています。ただしそのときに、申し上げたように、費用対効果、じゃあ今、

自治会長さんを通してお配りいただいている配布物、今いくらかかっているか、そし

て新しい制度でみんなに配るのについてはいくらかかるのか、当然その試算はしてい

るはずですね。おわかりの職員はお答えいただきたい。  

○議長（水谷 喜和君）   小山 均財政課長。 

○財政課長（小山  均君）   お配りしております本年度の当初予算をご覧いた

だけるとわかるんですけれども、自治会配付に対して委託料というのは、自治会長様



 

ではなくて、その業者委託の広報紙の配付予算というのが４５０万円ほど出ておりま

す。その費用対効果というところの面については、まず自治会長さんの負担を軽減す

る、班長さんの負担を軽減するというところがございますので、そういうところをま

ずはお考えいただきたいなというふうに思います。  

 以上です。 

○議長（水谷 喜和君）   山本陽一郎議員。 

○１４番（山本 陽一郎君）   だから当初申し上げた、そういうご意見もありま

すよと、高齢化でなかなか高齢の方が班を、私が団地に住んでいますので、団地だと

一つの班が大体１５軒から２０軒ぐらい、多いところ、城山はもっと多いと思います

けど、そういうことなので大変なんだよという話も聞いておりますので、そういう改

革はやむを得ないのかなと思っています。  

 そして当然こういう話も出ていますよね、その配布物については、自治会でそうい

う非会員のところへもお配りするという、そういういろんなもろもろの提案もあると

いうふうに聞いておりますけれども、だけど町長、申し上げたように、ぶれてもらっ

ては困る。一度こうと決めたら、行政の責任者としてその信念のもとできちっと説得

してもらって、やってもらいたい。やらなきゃいかん。そういう使命を帯びていると

いうことを十分おわかりだと思うけれども、認識していただきたいと思っています。

配布物だけじゃないですよね、自治会が扱っていることは。先ほど教育長がお話にな

ったように、スポーツで言えば、町の体育祭がある、町の駅伝大会もありますから、

もろもろの選手集め、これも自治会長さんを通してやっていただいている。それで先

ほど町長もいみじくもおっしゃったように、全部ゼロにして一から積み上げていくと

いうことであるなら、この体育祭も今の形態ではいつまでも続かないというふうに私

は思っています。これだけ高齢化してきて、今でもそうですね、団地の中から体育祭

に参加できる自治会が欠けてきている。そういう状況なので、そういうあり方を含め

てきちっとやってもらう、やっていく。そういうことが大事なんだろう。その後にそ

の報酬の問題があるということを肝に銘じてもらわなきゃいけないというふうに思っ

ています。 

 だから改革するについては、まずその改革の大義、理想を掲げてもらって、そして

それに基づいて理念がある、そして強い実行力を発揮していただく。これでなければ

改革はできないというふうに思っていますので、ぜひ今一度その決意をお述べいただ

きたい。 

○議長（水谷 喜和君）   水谷俊郎町長。 



 

○町長（水谷 俊郎君）   今のまず配布物については、これは行政として税金を

いただいている町民の皆さん全員にお配りするというのは、これは当たり前の話で、

今までちょっと行政が怠けてきたと言わざるを得ないと私は思っております。ですか

らこれはきちっと行政の手でやらせていただきたい。  

 それからもう一つ我々が考えていかなければいけないのは、まさに今ご指摘いただ

いたような自治会対抗ですね、例えば体育祭にしろ、駅伝にしろ、いろんな自治会対

抗行事がありますよね、これは本当に今の時代に必要なのか。例えばもうそれに出ら

れない自治会も出てきているわけですよね。そうしたら本当にこの自治会対抗という

のが本来の姿なのかということを考えていかなければいけない。ですから形を変えて、

違うものにしていく。例えば、昔、三重県の県民体育祭をやっていましたよね、それ

がスポーツレクリエーションに変わりました。そういう参加したい人が参加するよう

なものに変えていくとか、どういうことかはこれから議論するとしても、もう自治会

対抗というのは本当にいいのかどうかというのは、我々今議論をさせていただいてい

ますので、恐らく近いうちにそういうものは変わっていくというふうに思っています。  

 こういうことも含めて、もうちょっと今の時代に合ったようなありようというもの

を探って、改革をさせていただきたいというふうに思っていますので、よろしくお願

いします。 

○議長（水谷 喜和君）   山本陽一郎議員。 

○１４番（山本 陽一郎君）   今、お述べいただいたように、当然時代が変われ

ば行政も変わっていかなきゃいけない。ましてや冒頭申し上げたように、大変な高齢

化を迎える中で、そのスポーツイベントだけでなくて、いろいろなイベントについて

も、文化面についても、いろいろお考えいただかなければいけない、そうしないと真

の改革には繋がっていかないというふうに思っていますので、我々も責任ある議会と

して、改革に向けてはそれが大義であるなら全面的に応援をしていきたい。それがこ

のまち、明日へのまちづくりに役立つという前提で、そういうふうに議員活動をさせ

ていただきたいと思っています。 

 ぜひ、申し上げたように、ここでお答えをいただきたかったけれども、先ほど自治

会長さんへの日々の活動に対する費用弁償、これについてはぜひ実現させていただい

て、そして地域の要である自治会長さんに報いていくという道を開けていただきたい

と思っております。 

 いずれにしても、まだまだ改革はこれからですね。これからやってもらわなきゃい

けない。そんな中で問題があればこれからも大いに議論をする中で、思いは一つのは



 

ずです。この東員町をよくしたい、安心で安全なまちにしたい、そういう思いは行政

も我々議会も同じであると思っていますので、ぜひ冒頭申し上げたように、不退転の

決意で改革に向けて邁進をしていただきたい。そしてそのときには、くどいようです

けれども、大義を掲げてやっていただく。大義のないところには改革の芽は吹かない

ということをぜひ肝に銘じていただきたいと思っております。  

 今日は人生のベテラン、議員としては初めてご当選された元自治会長の皆さんがこ

の問題についていろいろ議論されましたので、取りとめのない議論になってしまいま

したけれども、我々としてもこれからこの問題について皆さんと一緒になって見守っ

ていきたい、そしてこのまちが、何度も言うようですけども、いいまちになるように、

ウイルスの汚染なんかに負けない強いまちであってほしいと思っております。  

 終わりに当たり、去る１月２８日に公示され、超えて２月２日に投開票を予定され

てた東員町議会議員選挙において、新旧１３名の議員とともに無投票での当選をさせ

ていただきました。この上は、住民の皆さんの民意は大変厳しいものであるとの認識

を心に刻んで、このまちの明日へのまちづくり、そして次の世代へのまちづくりのた

めに、全力を挙げて議会として取り組んでまいりたい、このことをお誓い申し上げて、

本日の一般質問を終了させていただきます。ありがとうございました。  


