
○議長（三宅 耕三君）      日程第１、一般質問を行います。 

通告順により、これを許します。 

１４番、門脇助雄議員。 

○１４番（門脇 助雄君）   私は、昨年、１２月定例会の終了後、東海環状自動車道、そ

して第二名神高速道路整備促進に向けての集会、あるいは大会、そして地元選出国会議

員への陳情へと活動を続けてまいりました。さらに２月の初めには、地元長深の自治会長、

地元選出の県会議員、町長、そして私の４人で、国土交通省中部地方整備局北勢国道

事務所の所長様をはじめ担当者に、地元の現状を報告申し上げ、早期事業着手、そして

早期整備と、さらに一日も早い供用開始を、重ねて働きかけてきました。企業誘致、地域

の活性化も、まず道路整備です。今後も官民挙げてのご協力を、冒頭にお願いいたして

おきます。 

 そういう中で、日本を含む世界の先進国で、温室効果ガス削減義務を決めた「京都議定

書」の発効から、この２月１６日で１年を迎えました。そして、日本はガス総排出量６％削

減する目標で、官民挙げて、さまざまな取り組みが行われております。何といっても官が、

そして公共施設が、率先して環境負荷を減らす努力と取り組みが最重要課題です。 

昨年１２月定例会で、中学校２校の温室、普通教室へのエアコンを設置する設計費、１

０７万６，０００円を決めました。そして昨年１２月には、いなべ合同園舎が完成し、子ども

たちの元気な姿、元気な声が、道路を通っても聞こえてまいります。そのいなべ合同園舎、

中学校での地球温暖化対策として、どこまで行政当局は調査研究をされたのか。異常気

象の中で、早期エアコン設置の必要性は痛いほど感じます。しかし、単純なコストや工期、

対重量化問題等だけで片づけてはいけない問題です。エコキュート、あるいは太陽光発

電等のメーカーデータによる具体的な説明を、再度求めたいと思います。 

 ２つ目に、小学校６校にも、当然エアコンは必要になってまいります。幸いにも小学校６

校は、既に耐震対応の工事はすべて終わっております。早くから準備をして、省エネ負荷

を減らした早期取り組みを強く要望するとともに、小学校６校でのエアコン実現はいつにな

るのか、町長のお答えをいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤町長。 

○町長（佐藤 均君）    おはようございます。 

それでは、門脇議員のエアコン設置についてのご質問にお答えをいたします。 



 まず１点目の、中学校のエアコン設置につきましては、近年、夏季の教室内温度が上昇

傾向にあり、児童生徒の健康管理と学習に集中できる環境の整備を図るため、平成１８

年度に計画をいたしております。 

 環境への影響やランニングコストにも考慮した、冷房の設定温度の厳守や効率的な使

用を行うことで、環境保全に努めてまいります。 

 また、新築されました稲部幼稚園・いなべ保育園合築園舎につきましては、氷蓄熱式空

調システム（エコ・アイス）を導入して、環境負荷の軽減に努めてまいります。 

 ２点目の小学校の取り組みにつきましては、まず、急務でありました耐震工事を完了を

いたしました。 

 今後は、小学校の普通教室等にもエアコン設置を財政面も考慮し検討をしてまいりま

す。 

 環境に優しい学校づくりを目指し、教室や廊下の消灯などによる省エネルギー・ごみの

分別回収などで、環境負荷の削減に取り組んでまいりますので、よろしくご理解賜ります

ようお願いを申し上げます。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      門脇議員。 

○１４番（門脇 助雄君）   政府は、平成１８年度予算案で、地球温暖化防止策として、

大規模な住宅団地に太陽光発電を集中導入するソーラー大作戦、さらにはＣＯ２の吸収

源となる森林の整備等を初めて盛り込んだ国の平成１８年度予算です。いなべ合同園舎

は、平家建てです。太陽光発電の取り組みで、国県への補助金申請等はされたのですか。

それとも、省エネ対策には、エコキュートと決めてかかられたのですか。その２点もはっき

りしていただきたいと思います。 

以前、三和の保幼合同園舎で太陽光発電を導入したとき、補助金決定がおくれて、園

舎完成が少しおくれた経過もありました。しかし、国も挙げて太陽光発電を進めております。

もう一度、それらの取り組みのお考えを伺いたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 



 まずソーラーと申しますか、太陽光発電等を申請したのかどうかということでございます

けども、その件については、教育委員会の方から答弁させますけども、考え方として、議

員ご承知だと思いますけども、今の経済情勢というんですか、東員町にとって大変厳しい

状況でございます。 

そんな中で、どうしても私どもとしては費用対効果というんですか、そういうことも考えて、

当然そういう環境上でいけば、太陽光発電というのは、していかなあかん問題というのは、

十分承知はいたしておりますけども、財政上等から、エコ・アイスでということでさせていた

だきました。 

今後も、小学校等のときに当然検討はしていかなあかん問題です。そんなことで、させ

ていただきますけども、費用対効果というんですか、大きなお金が一時的にかかるという

ことで、その辺を慎重に検討させていただいて、対応させていただきますので、よろしくお

願いをしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      松下教育次長。 

○教育次長（松下 忠君）   いなべ保幼合同園舎のソーラーの申請でございますけども、

ソーラー関係の国へ申請はいたしておりません。なぜかと申しますと、財政状況の厳しい

今日このごろでございます。建設につきましても、限られた財政上の問題がございますし、

三和幼稚園でソーラーをつけておりますけれども、そこの工事費の実績等を考えますと、

ソーラーよりも施設の中身、子どもに接する部分に重点的に金を注ぎたいというような観

点から、ソーラーの取りつけをやめて、エコ・アイスのみとしておりますので、ご理解いただ

きますようお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      門脇議員。 

○１４番（門脇 助雄君）   ２月１０日に、経済産業省等の主催する省エネルギー東海

地区の表彰式がありました。その中で、東員第二中学校３年生が取り組んだ省エネルギ

ーのポスターが認められ「学校奨励賞」として表彰されております。その省エネルギー東

海地区の表彰式の席上で、中部経済産業局長は、今後も、より一層省エネの推進をと述

べられ、エネルギー抑止に努められた、第二中学校の３年生の作品を高く評価されており

ます。 

 このように、二中の３年生が貴重な体験として取り組んだ省エネルギーポスターが学校

奨励賞に輝いたことは、我々も一層環境負荷を減らす努力が必要です。町長は、この二

中３年生が取り組んだ体験をどう評価されるのか、お答えもいただきたいと思います。 



なお、２月２３日に、気象庁は３カ月予報と長期予報を発表する中で、今年の夏も平年

並みか高めの予想としており、今年も暑い夏が予想されます。小学校エアコン設置には、

環境負荷を減らした取り組みを、早くから計画して進めていただきたいと思います。先ほ

どの町長の答弁にもありました、財政面を考慮して、早期に、小学校もエアコン設置をす

るという答えですが、いつごろに実施をするのか。平成１８年度で計画をして、平成１９年

度導入をするのか。はっきり、お答えもいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 まず、第二中の省エネルギーのポスターの賞というんですか、大変すばらしいことだと

思っております。私の承知しておるところでは、第二中は、ごみのリサイクルというんです

か、回収を全校的にいろいろ取り組まれ、そんなことが評価をされたのではないかなと思

っております。それ以外ということかもわかりませんので、その辺はどういう評価をいただ

いたのか。ただ、ポスターがうまくかけておったので表彰していただいたのか。そこら等も

承知しておりませんので、教育委員会の方から答弁をさせます。 

 小学校のエアコンの設置の関係でございますけども、財政等も十分検討させていただい

て、設置を検討させていただきます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   東員第二中学校の中部経済産業局長から、省エネルギー

ポスターのコンクールにおいて優秀な作品を多く出されましたので、奨励のためにこれを

賞しますということで、表彰をされたわけでございます。 

私ども、環境教育につきましては、これから２１世紀を生きていく子どもたちに、これらの

問題について、正しい理解と認識を深めさせるという、そして自分たちが将来にわたって

責任を持って環境を守るための行動、そういうことがきちっとできる。そんなことを目指して

おりました。その一環として、こういうコンクールにも出品をさせていただいておるわけでご

ざいますけれど、そんな点が評価をいただいたと。こんなふうに思っております。 

○議長（三宅 耕三君）      門脇議員。 



○１４番（門脇 助雄君）   小学校へのエアコン設置の時期ですが、財政面、そして費

用対効果も考えて対応していくということですが、平成１８年度で設計をして、平成１９年度

で６校一斉に実施をするのか。もう少しはっきりお答えをいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 小学校のエアコンの件につきましては、平成１８年度予算にも設計料等が、まだ計上さ

れていないと思います。そういうことで、最後の小泉改革というんですか、三位一体の改

革も平成１９年度からどうなってくるのか、それらもまだ決定をされておりません。そんなこ

とで、平成１９年度からの３カ年の改革、特に三位一体の改革等も十分見ながら、財政等

も検討して、平成１９年度に設置するということであれば、設計料を補正等にも出さんとで

きませんけども、その辺も十分検討させていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）      門脇議員。 

○１４番（門脇 助雄君）   平成１８年度補正予算で設計費の計上をして何とか対応を、

そして平成１９年度、６校そろって小学校のエアコン設置に向けての努力を。平成１８年度

補正予算で設計費を計上するということで解釈をしてもよろしいのですか。もう一度、町長、

そこのところ、はっきりとお答えいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤町長。 

○町長（佐藤 均君）   平成１８年度で設計料を上げて、平成１９年度で設置という方向

は、まだ腹を固めておりません。 

○議長（三宅 耕三君）      門脇議員。 

○１４番（門脇 助雄君）   今回、平成１８年度予算案の中で、債務負担行為として向こ

う５年間、４，１２０万円で、中学校エアコン設置計画を、リース料で計上されておりますが、

それらも含めて、予算審議の中で、お互いによい方法を見つけて研究していきたいと思っ

ております。 

 大きく分けた２点目の問題でございます。 

３月１日、東員町と姉妹提携を結んでおります、大台町宮川上流のアマゴ漁が解禁に

なり、大勢の愛好者が初釣りを楽しんだ。そして、宮川上流の漁業組合長は、かつてのあ



の宮川の姿を、一日も早く取り戻したいという便りが載っております。我々も一日も早い、

昔の本当の宮川の姿に戻っていただくことを願わずにはおられません。 

そんな中で、数年前、私は三和地区を流れる三狐子川の上流で、外来魚のブルーギル

を採った経験もあります。そうした河川の環境変化の中で、上水道、あるいは農業用水の

水源池が固まって存在しております神田池公園付近。中でも神田池公園に外来魚が見つ

かり、在来種のフナやモロコが釣れない。フナやモロコの姿が見えない。何とか早く対策を

立てないと、町内の河川から、在来種のフナやモロコの姿が消えてしまう。対策を早く立て

ていただきたい。まず１点目に、このお答えをいただきたい。 

２つ目には、神田池公園には、さまざまな看板等があります。例えば「この池で釣りざお

以外での魚釣りはご遠慮ください。神田池公園管理者」。そして、立入禁止区域として神

田土地改良区、いなべ警察署、さらには「しゃくやくの花を大切に」、「ホタル生息地として

ホタルを採らないで」。これは東員未来塾。「ごみや犬の糞のポイ捨て、後始末で住みよ

い環境づくり。クリーン作戦委員会」。 

このように５団体の看板、あるいは標識が、無造作にぶら下げてあったり立ててあった

りしております。そして、小公園、あるいは遊歩道、フェンス、噴水等も神田池公園にはあ

ります。これらはどの団体が、どのようにして維持管理を行っておるのか。いずれにしても、

神田土地改良区の了承がなければできないということは認識しておりますが、はっきり維

持管理団体を明示してお答えをいただきたいと思います。 

 ３点目は、神田池公園は、昼休みなどには、近くの瀬古泉の工業団地で働く人々の憩い

の場所でもあり、暖かくなってくると、弁当を持って、神田池公園で弁当を食べながら、そ

して昼休みの一時を過ごされる方があります。３０台分の駐車場もあって、昼休みなどは

満車になるときもあります。そして、神田池公園には、町内では見たこともない珍しい野鳥

や渡り鳥が生息しており、それらの宝庫でもあります。 

しかし、以前、この小公園の中央にあった案内板等は取り外されたままで、屋根だけ残

っており、案内板はなくなっております。そして、道路に面した部分のフェンスも、各所で破

れております。駐車場のラインも消えております。そして、一番肝心な入口付近が非常に

整備されておらず、ごちゃごちゃとなって、最も見にくい。その入口付近の環境整備等には、

そんなお金はかかりません。わずかの費用で見違えるような小公園になる。それらの環

境整備、あるいは修理等をやっていただければ、立派な水辺を生かした神田池公園にな

ります。早期対応をお願いして、町長の答弁を求めたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤町長。 



○町長（佐藤 均君）   ２点目の神田池公園についてお答えをいたします。 

まず、１つ目の池に生息する外来魚への対策につきましては、神田池公園は、もともと

溜池であったものを、県が池の周囲等を整備した公園で、平成５年度から皆さんにご利用

をいただいております。 

以前は、この池にもマブナやモロコなどの川魚が多く生息し、絶好の釣り場でありまし

たが、近年は、この池にもバスやブルーギル等の外来魚がみられるようになりました｡この

外来魚が、固有の生態系に大きな影響を与えることが全国的な問題になったことから、国

では「外来生物法」を昨年６月に施行し、外来魚を他の河川等から持ち込むことを禁止す

る等の規制を行いまして、外来魚の拡散防止に取り組んでおります｡ 

そこで、神田池公園の外来魚対策として、外来生物法の規制事項を表示した啓発看板

を設置し、釣り人等への協力を呼びかけてまいりたいと考えております。 

次に、公園の維持管理につきましては、公園内には、議員も言われましたとおり、ごみ

のポイ捨て禁止看板を設置していただいているクリーン作戦委員会や、公園の入口付近

にしゃくやくを植えていただいておる未来塾等の方々が、環境美化の面から、お世話をい

ただいております。 

池の周囲には、それぞれ関連する啓発看板等も立てられておりますが、公園施設等の

維持管理は、建設部の土木課が行っております。 

次に、フェンス等の公園施設の修理、整備につきましては、ご指摘のように、公園西側

の町道沿いのフェンスが数カ所、破損していたり、案内板や啓発看板が外れた状態にな

っておりますので、早急に修繕等を行ってまいります。 

 また、入口付近につきましても、整備を行ってまいりたいと思いますので、ご理解賜りま

すようよろしくお願いをいたします。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      門脇議員。 

○１４番（門脇 助雄君）   農業用水として管理主体、そして水利権は神田土地改良区

と認識してもよろしいですか。その点も、もう一度、お答えいただきたい。 

 そして神田池公園管理者、これは当然、東員町長を指すと思うんです。さらにこの５団体、

すべての看板・標識には、所在地も電話番号も何も明記されていない。せめて、神田池公



園管理者の看板には、親切に、そして何かあったときの連絡先として、はっきり今申され

た建設部の土木課なら土木課というふうに書いておくべきです。 

 そして、今も確認をしていただいたのですが、西側に張ってありますフェンスは、数カ所

で破損しているのが目につきます。そのフェンスには、神田土地改良区、そしていなべ警

察署の立入禁止区域の看板が下がっております。そのフェンス等の修理等は、どの団体

がするのか。町がやるのか改良区がやるのか、はっきりして、危険防止策も講じていただ

きたい。もう一度、お答えいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 まず、水利権は神田土地改良区でございます。この現場につきましては、今週の日曜日、

５日やったと思うんですけど、早朝の消防の非常呼集、あの場で放水訓練を見せてもらい

ました。そういうことで、私が周囲をずっと見せていただきました。確かに議員言われます

ように、看板等が当初つけたままといいますか、そのままの状態。また、フェンス等も破損

をしております。先ほど申し上げましたように、この池の管理は町ということでございます

ので、その辺も危険のないように、きちっと整備をさせていただきます。カモ等も飛来して

おりますし、アヒルに近いようなものも、あれは多分だれかが放されたと思うんですけど、

いろいろのものも泳いでおります。そんなことで、きちっと整備をさせていただきます。 

 ただ、外来魚の場合、その外来魚を釣りに見えるというんですか、よく釣れるということ

だと思うんですけども、そういう釣り人というんですか、そんな方もたくさん見えますので、

その辺も将来いろいろ検討させていただきまして、まず危険のないようには早急にさせて

いただきますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      門脇議員。 

○１４番（門脇 助雄君）   この冬は、いつもの年より、神田池公園には多くの渡り鳥や

野鳥が羽を休めてのんびりしております。もしかすると、その野鳥や渡り鳥の中に、国の

天然記念物に指定されておる鳥がいるかもしれません。上から見ると非常に美しく、きれ

いな、数種類の鳥がおります。そこで、鳥獣保護管理員という肩書のある方が町内に見え

ましたら、お願いしていただき、一度、鑑定をしてもらうのも、あの池を生かしていく方法で

はないかと思います。 

 そして、その野鳥は池の周囲にあります草木の実を食べております。しかし、池の周囲

も限られており、池の周囲だけでは、えさや飼料に限界があります。毎年、全国でやって



みえますように、渡り鳥が来てくれる楽園、また来年も来てくれるところにするには、えさ、

飼料対策も必要になります。そして、この神田池公園は、冬の観光資源、あるいは渡り

鳥・野鳥の観察場所として、それこそ自然の恩恵をバランスよく取り入れた、生きた、屋根

のない中部公園にまさる自然の水辺を利用した教育の場所としても活用できます。何とか

早く、そういう対策も講じて考えていただくようお願いして、もう一度、町長のお答えをいた

だきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 まず、野鳥の専門家等のことにつきましては、県とも相談させていただきまして、研究を

させていただきます。そういうことで、よく理解をさせていただきましたので、よろしくお願い

したいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      門脇議員。 

○１４番（門脇 助雄君）   前伊藤町長は、中部公園をつくるときに、屋根のない生きた

教育の場所と、たびたび強調されました。今申しましたように神田池公園、建設部の土木

課の担当課やなしに、庁舎内で、全庁的に取り組んでいただければ、中部公園にまさる

水辺の公園として、あるいは教育の場所としても活用できます。もう一度、ご決意をお伺

いして、お答えをいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えさせていただきます。 

 十分理解をさせていただきますので、前向きに検討させていただきます。 

  

 

 


