
 続きまして、１４番、門脇助雄議員。 

○１４番（門脇 助雄君）   今回は、大きく分けまして２点の問題点について、ご質問さ

せていただきます。 

 まず最初に、三岐北勢線の東員駅北に、２０年前から貸農園がＪＡ等で運営され、ふれ

あい農園として親しまれております。しかし近年、そのふれあい農園を利用する方々が多

くなって、土地が不足しております。 

国は、昨年、「市民農園整備促進法」を改正し、農業者でも貸農園をやれることになりま

した。そんな中で、兼業農家のＡさんでございますが、団地に近いところで貸農園をつくり、

農地として守っていきたい。しかし、その事業が市街化区域に限られていることが判明し

ました。しかし、国の農政は目まぐるしく変化し、農産物価格の低迷、小農切り捨て等々で、

若い後継者の意欲をなくするような政策等々で、優良農地でも耕作放棄がだんだん進ん

でおります。 

 さらに、沿道サービスといって、ガソリンスタンドや喫茶店が許可になって、農振地域で

農地のままで保全し、乱開発を防ぎ、貸農園として、在来地域、そして新しい団地の方々

と、それこそふれあい、そして作物をつくる。この農家のアイデアに、熱意にこたえるため

に、農振地域で貸農園が実現するよう、現実的な対応、そして法の弾力的な運用ができ

ないのか、町長の最大限の努力をお願いして、答弁を求めたいと思います。 

 もう１点、平成１３年から三和地域で民間の高齢者福祉施設として、そして平成１６年に

１２００メートルの地下より温泉を掘り当て、施設利用者の入浴に利用し、一部を足湯とし

て一般に開放しております。 

そこで、将来、施設を中心に、福祉ゾーンをつくるマスタープランを、町の福祉、あるい

は高齢者担当職員の指導を受けて作成しました。そして、その実現の前提条件となる開

発許可が４月に下りました。しかし、その地域は調整区域です。いろいろな制約があって、

構想は一向に前へ進みません。福祉政策は官だけでは対応できません。民間構想も実

現するよう、その構想の地域を市街化区域に見直しをするなど、具体的な取り組み、見通

しをお伺いいたしたいと思います。 

三民改革と言われてきましたが、何をやるにも余りにも規制が多く、許認可手続に膨大

な手間、そして大変な時間がかかり過ぎます。町長の答弁を求めたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 



○町長（佐藤 均君）   門脇議員のご質問に、お答えを申し上げます。 

 まず、貸農園につきましては、本町は農業に対する理解を深めていただき、都市住民の

交流を図ることを目的に、昭和５７年に「レジャー農園」としてスタートをし、平成３年には２

６６区画分の農園の再整備を行い、その後、平成１０年に２９区画を追加し、「ＪＡいなべ」

により、施設の運営管理をいただき、現在に至っているところであります。 

貸農園の開設につきましては、規制緩和が昨年行われ、「特定農地貸し付けに関する

農地法等の特例に関する法律」の一部改正により、「地方公共団体及び農業協同組合以

外の者」も貸農園を開設することが可能となったところであります。 

開設場所や開設方法によりまして、手続や開設要件は異なりますが、一定の手続は必

要ですので、ご理解をいただきたいと思います。 

 次に、開発行為の関係でありますが、当該地区は、ご承知のとおり、市街化調整区域で

あり、公益上必要であると認められる社会福祉施設等の施設以外の目的では難しいと考

えます。 

また、市街化区域への編入につきましても、東員町のみならず、桑名都市計画区域の

中での位置づけなど、諸条件を整理する必要もあり、現時点においては、極めて難しいと

考えられますので、よろしくご理解承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）      門脇助雄議員。 

○１４番（門脇 助雄君）   国は、平成１７年９月１日に、貸し付け農地法の一

部を改正する法律を施行しました。その中で、市街化区域の遊休農地とその活

用、といっておるわけですが、市街化区域の遊休地は、現実的にはアパートやマ

ンション経営が多い。 

そして、沿線・沿道サービスに名をかりた無秩序な乱開発を防ぐためにも、農

振地域で、農家の方々の創意工夫による貸農園、Ａさんは団地から下りてきたカ

ネスエとカーマのちょうど中間点に、５反歩の水田を予定してみえます。そして、

現役時代の経験を生かして、その土地の利用計画、さらに団地の方々にも、自

分でつくった無農薬の野菜栽培、そして作物の成長を楽しみながら、健康管理の

できる青空教室を何とか開いていきたい。町から県へ要請していただき、貸農園

が農振地域でも可能になるよう働きかけていただきたいと思います。 

何とか理解して、県の、あるいは国の判断を、よい方向に実現するよう向けて



いただきたい。もう一度、町長の答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えさせていただきます。 

 先ほど答弁させていただいたとおりでございます。非常に厳しいと申しますか、

難しいところでございますので、担当の方から、きちっと答弁をさせていただきま

す。 

○議長（三宅 耕三君）      太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   この市民農園につきましては、３つの形態という

んですか、法がありまして、開設の方法とか、開設者と利用者との権利関係とか、

いろいろな手続がありますので、そこは農振農用地ということで、優良な農地だと

思っております。それにつきまして、十分県とも相談しながら、前向きに進めてい

きたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      門脇助雄議員。 

○１４番（門脇 助雄君）   担当部長から前向きに、というお話も伺いました。 

実は政府は、この６月６日に、農業白書を発表いたしました。ただいま、同僚議

員の方からも、団塊の世代を、というお話も伺いました。その農業白書の中で政

府は、新規の就農者、農業をやっていただく方、それらの期待を込めて、間もなく

定年退職を迎える団塊の世代に強い期待を示しておる、そして、中高年齢層が

中心となって、農業の新たな担い手となってもらうように、農業研修施設の充実を、

この６月６日に発表いたしました。何とか定年後に田舎暮らし、そして地方に定住

してもらうように、環境整備も我々に課せられた急務でございます。民間構想によ

る貸農園も、その１つの方法です。お答えをいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 担当の方から答えさせていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）      太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   先ほどご質問ありました、今までは地方公共団

体とか農協での農園ということでございました。農地を持っておる所有者について、

改正ということで拡大されたわけでございますので、開設場所には、計画とか、そ

んなものが申請者から要りますし、また、農業委員会、それから区域の設定とか

いうこともありますので、一度相談させていただきます。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      門脇助雄議員。 

○１４番（門脇 助雄君）   なかなか国の方が、町長の答弁よりも口が濁るよう

です。部長の答弁にありましたように、前向きに考えて進んでいただき、そして、

農地として保全していく事業です。何とか産業課を中心に前進していただくことを



期待いたしたいと思います。 

 そして、次でございますが、先ほど町長の答弁もありましたが、福祉事業という

のは、官も民も知恵を出し合って、よりよいサービスを提供しなければなりませ

ん。 

しかし、民間が福祉ゾーンとして進めていくには、いろいろな制約があります。

例えば平成１６年から温泉を福祉施設に利用しておるわけですが、地下から出る

湯の量が多いから、余っているからということで、一般開放をしようとすると、温泉

の地下資源を利用して、一般の方にももっとふろなどに利用しようとすると、鉱物

資源の開発行為という都市計画法が平成１７年改正になり、建築物の制限があ

るのも一つの例です。 

 このように、民がいろいろなことをやろうとすると、なかなか法にひっかかり、あ

るいは制約があって、一向に前へ進みません。三和地域の高齢者福祉施設を中

心としたマスタープラン、民間と官がともに汗を流し、協働し、互いに健康福祉の

発展に取り組んでいただきたい。それには何といっても、調整区域からその部分

だけでも市街化区域に見直していただかなければ事業は進みません。民間構想

の応援をして、福祉ゾーンとして位置づけていただきたい。町長の答弁を求めま

す。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 先ほどご答弁させていただきましたように、福祉施設は、公益上の施設であれ

ばできるんです。法に公益上とは、ということで上がっておるんです。不特定多数

というんですか、おふろといったって、いろいろあると思うんですね。社会福祉施

設の中でいろいろあるんですけど、次やろうとしてみえます優良老人ホームはで

きます、ということなんです。法の中でございますので、私にいくらしてくれといわ

れたって、法律外のことはできませんので、適法であればできると思いますので、

その辺はご理解をいただきたいと思います。 

 それと、市街化区域の位置指定というんですか、これも先ほどご答弁させてい

ただきましたように、東員町だけではないんです。桑名都市計画区域の中なんで

す。東員町で長深の部分を市街化区域に編入をしてくれといったって、認めても

らえないんです。これは多分商業地区というんですか、こういう施設であれば、市

街化区域の住居とかいろいろありますわね。工業とか。私どもとしては、認めてい

ただけるのなら認めてもらいたいんですけど、認めてもらえないんですわ。今でも、

住居区域の拡大もできません。３０何年前に、都市計画区域に入って、いろいろ

の工業専用から工業から商業から住居から、といって線引きしたんですね。それ

から一遍も動かしてないんです。動かさせてくれないのです。その辺は、法の中

で動いております。 



特に今、私は盛んに県の方にお願いするんですけど、地方分権といわれなが

ら、地方で自分たちで生きていけよといいながら、どんどんと土地に関しては縛っ

てきますやないかと。逆になっていってるんです。大店法の３法にしても、調整区

域では絶対に認めないと。そんなことになっていく状態ですので、地方分権の逆

の方向に国はしてるのと違うのかといっても、なかなか国のやっていくことですの

で、我々の言ったことが通っていかない。土地に絡めたことは厳しくなっていって

ますよ。どんどんと。 

そんなことですので、一生懸命させてもらいます。法の中でいけるものは何が

あるか。また、やろうとしている方が何がやりたいのか。これをやりたいから、これ

はできるのか、できやんのか。その辺で詰めていただきたいと思います。 

福祉施設的なことをやりたいんや、ということをいったのでは、なかなか難しい

ですので、こんなものをやりたいんやと。で、何とかしてもらいたいということであ

れば、県の方へかけあわさせていただきます。開発行為の許可が下りたというの

は、今からやろうということとは少し違いますので、先ほど開発行為が下りたと言

われましたね。開発行為が下りたのなら、下りたことでいけるわけですわね。だか

ら、先ほど開発行為が下りたというのは、少しニュアンスが違いますので、その辺

もご理解をいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      門脇助雄議員。 

○１４番（門脇 助雄君）   今の町長の苦しい立場もわかりますし、地方の時代、

国は、変革を恐れないで地方はやっていけ、と言っておるわけですけれども、先

ほど申しました貸農園、そして今回の市街化区域、何一つ取っても、町長のお話

にもありましたように、以前よりきつく、土地の問題について縛ってきとるように思

うのですが、国も県も一旦握った権限は離すどころか、ますます強く締めつけてき

ておる感じがいたします。何とか、町長も研究していく、よい方向に、と言われま

す。法を破れとは言っておりません。柔軟な運用を希望いたします。 

 もう一度、町長の答弁をいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えさせていただきます。 

 いろいろ先方の方と、何を開発して行っていきたいかを十分聞き取らせていた

だきまして、その計画が今の法律の中でできるかできないかを、もう少し柔軟にと

か、いろいろのことを一生懸命させていただきます。 

 終わります。 

○議長（三宅 耕三君）      門脇助雄議員。 

○１４番（門脇 助雄君）   それでは、大きく分けた２点目に移らせていただき

ます。 

 台風災害復旧工事のおくれについてでございます。平成１６年９月２６日から２



９日にかけて、台風２１号が発生いたしました。町内でも１３５ミリの記録的な豪雨

がありました。そして、三和地域を流れる三狐子川の水位は、警戒水位を突破し、

国道３６５号線の地下道は通行どめになりました。大雨洪水警報も発令され、消

防団員の方々に出動を要請し、三狐子川の警戒に当たっていただきました。そし

て、国道３６５号線のバイパスの隧道付近では、四日市水道局の送水管埋設道

路東側での排水路崩壊箇所については、私は平成１６年１２月定例会で一般質

問で取り上げ、何とか早く復旧を、と訴えました。しかし、いまだに復旧は手つか

ずで、放棄されたままです。被害がさらに大きく浸食し、その被害が上流に進み、

Ｕ字工の一番大きいのが転がったままであります。平成１６年９月２９日は、友好

親善のある宮川村が壊滅的な被害を受けた日でもあります。その宮川村の復興

は目覚ましいものがあります。本町で記録的な豪雨であったのに、なぜ、災害適

用を受けて、国県の補助事業として取り組まなかったのか、今日までの経過と、

今後、具体的にどう対応していくのか、町長の答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   台風災害復旧工事のおくれについて、お答えをいたします。 

ご質問の現場は、町道長深７５２号線と国道３６５号バイパスが交差する隧道の東側の

低地部分で、大雨により水量が増したため、側溝の先端部分と放流先である民地の土砂

が流出したもので、平成１６年１２月議会の一般質問でもご指摘をいただいております｡ 

そこで、ご質問の災害復旧事業につきましては、関係機関と協議を行いましたが、被害

状況から困難、との結果となりました｡ 

その後も崩壊現場の多くが民地であることなどから、施工方法等について苦慮し、時間

が経過し、現在に至っております。 

今後、民地部分は原型に復旧するとともに、排水につきましては、側溝を整備した当時

とは周辺の道路状況も変化をしておりますので、根本的な道路排水経路等も含めて検討

を行ってまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようよろしくお願いを申し上

げます。 

○議長（三宅 耕三君）      門脇助雄議員。 

○１４番（門脇 助雄君）   平成１６年９月に起きました台風２１号は、先ほども触れまし

たように、本町と友好親善のある当時の宮川村を襲いました。そして、友好親善に献身的

に努力をしていただきました現職議員の命も失いました。私は、同僚議員ともども、昨年

の７月、現地を訪れ、墓まいりをさせていただきました。 



そして、宮川村の被害は想像以上であり、村長、議員、あるいは担当職員の方々から

お話を伺う中で、その復旧工事の公共事業が地方を支え、安心・安全な地域に変わって

きております。さらに地場産業であります林業が、随分活気を取り戻している姿を目の当

たりに見て、非常に心強く感じました。 

 昨日も、同僚議員から、防災計画の件で質問もされておりました。本町の防災計画の中

で、風水害対策で大雨洪水警報等が発表され、被害が発生する恐れ、また発生した場合、

町の総力を挙げて応急対策活動に当たると書いてあります。しかし、２０カ月が経過する

のに、いまだ手つかずで放棄とは、災害の発生時の早期対応、あるいは取り組みが甘か

ったのではないか。そして、対策が後手後手に回ったのではないか、という疑問点の指摘

も私は受けております。なぜ大幅におくれたのか。ただいまの話では、これだけの被害で

は、というような回答があったということですが、早期復旧に向けて、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）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 先ほどご答弁させていただきましたように、民地の部分は原形復旧をさせていただく。排

水等につきましては、側溝を整備した当時とは少し変わってきておりますので、周辺の道

路状況も変化しておりますので、根本的な道路排水経路等も含めて検討をさせていただ

きます。 

そういうことで、ご理解をよろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      門脇助雄議員。 

○１４番（門脇 助雄君）   そうすると次回の定例会、９月です。もう満２年を迎えようと

します。それまでに９月の補正で災害復旧費を、あるいは対策を立てていただくことができ

るのか、お答えをいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   その辺につきましては、担当の方から答えさせていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）      太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   お答えをいたします。 



 南側には、県道の排水路もありますので、そこら辺も一度県とも相談しながら進めてい

きたいと考えております。西の方には、国道３６５号のバイパスの交差する道路もあります

ので、そこら辺、排水路がありますので、一度、県と十分相談しながら、なるべく早い時期

に民地の方は解消、ということで考えておりますので、よろしくご理解のほどお願い申し上

げます。 

○議長（三宅 耕三君）      門脇助雄議員。 

○１４番（門脇 助雄君）   先ほども触れましたように、ほっとくと、だんだん上の方に浸

食していきます。急いで、ぜひ９月補正で対応していただきたい。もう一度、そこいらの決

意をお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   できるだけ早期に対策を考えていきたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

 

 


