
 ５番、南部武司議員。 

○５番（南部 武司君）   私は物を大切にするという性格がありまして、２カ月ぐらい前

に風邪をいただきましたが、まだ風邪が大切に残っております。いつせき込むかわかりま

せんので、ご了承くださいますようお願いします。 

 さて、今回通告書には、大きく分けまして２つの質問を記載させていただきました。 

 まず、第１番目の質問でございます。 

人口増加には、住宅地の整備が必要であり、東員町においても市街化の形成が急務

であると思われますが、市街化区域に隣接した市街化調整区域を見直す旨の条例案が、

県のインターネットに出ています。町長の市街化区域と調整区域の考え方について、お伺

いしたいと思います。 

 三重県では、２月１日から２月２８日までの間に、市街化調整区域における宅地開発の

新たな立地基準に関する条例、都市計画法第３４条第８号の３に基づく基準と題したパブ

リックコメントについて、広く意見を求めていましたが、東員町は、これについてどのような

意見を提出されたのでしょうか。もし提出されていれば、お答え願いたいと思います。 

 この条例案は、平成１８年夏、施行を目指しているとのことでございます。対象となる市

町村には、当然、東員町も入っております。条例改正の背景には、市街化区域に接した

市街化調整区域内の既存集落の宅地活用が原則認められないという状況が考えられま

す。この条例案では、隣接する市街化区域から１キロメートル以内のおおむね５０戸以上

の集落とありますが、東員町では、どの地域が該当すると考えられますか。また、この条

例案でも、主要道路は幅員６．５メートル以上、例外として４メートル以上とあります。私は

平成１６年３月の一般質問でも質問いたしましたが、道路のセットバックなどを含め、道路

拡張の方法を真剣に取り組むべきであると考えますが、町長の考えを伺いたいと思いま

す。 

 次に、除外地域として、災害の恐れのある地域、保全すべき優良な集団農地、すぐれた

自然風景区域などが挙げられていますが、保全すべき集団農地とは、東員町では、どこ

の地域のどこの農地を指すと考えられると思われるでしょうか。また、都市計画法に基づ

く市街化を計画している東員駅周辺は、この条例案に適合すると考えられると思いますか、

お答えください。 

 鳥取地区で開発が進んでいます住宅地ですが、団地内の道路は、業者によって整備さ

れています。また、南側の県道、町道からの進入道路も業者によってつくられています。し



かし、進入道路以外の道路は細く、従前のままです。日ごろからインフラ整備が重要であ

ると言っている割には、交通量の増加が予想される、細い旧道整備はないように思われ

ます。インフラ整備は重要ではないのでしょうか。どうでしょう。 

議員として各地へ視察に行き、感じたことがあります。まず、まちの外観を大切にしてい

るということです。例えば歩道をレンガ敷きにするとか、電柱を地中化したようなテクニック

で、より美しい景観を守るなど、住みたくなるような工夫が多く目につきました。人口増加

を望むとの発言だけでは未来が見えてきません。多くの人が住んでみたいまちにするに

は、町長はどのようなまちづくりが必要であるのか。土地区画整理事業は必要であると考

えているのか。また、美しい景観を考えたまちづくりはどうあるべきなのかという基本概念

を伺いたいと思います。 

以上、よろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤町長。 

○町長（佐藤 均君）   南部議員からのご質問の市街化区域の考え方について、お答

えをいたします。 

 まず現在、県では、現行の開発許可制度では市街化調整区域内の既存集落内宅地の

利活用が原則として認められていない状況から、一律的な開発規制でなく、弾力的な開

発等が可能となるよう、都市計画法第３４条第８号の３等の規定を現行の「都市計画法施

行令の規定に基づく開発行為の規模を定める条例」に加える改正をしようとするものでご

ざいます。 

 条例案では、都市計画法第３４条第８号の３の規定に基づく指定区域と同法施行令第３

６条第１項第３号ハの規定に基づく区域の２つの指定区域を定めておりまして、１つ目の

法第３４条第８号の３の規定に基づく指定区域の要件は、工業専用地域を除く市街化区

域から、過半が１キロメートル以内にある公共施設が整備された５０戸以上の建築物が連

たんした区域で、２つ目の同法施行令第３６条第１項第３号ハの規定に基づく指定区域の

要件は、市街化調整区域内で５０戸以上の建築物が連たんした区域となっております。な

お、２つの区域とも優良な集団農地は除外をされております。対象となる市町からの申し

出によりまして、知事がこれらの区域を指定すれば、自己用の一戸建て専用住宅等が建

築できる予定でございます。 

 それでは、１つ目の条例に対する町の意見につきましては、この条例の見直しに係る意

見紹介は、平成１６年に続きまして２回目で、１回目の意見を集約された内容が、今回提

示された改正案等に反映されていましたので、意見の提出は行っておりません。 



 次に、セットバックの取り組みにつきましては、平成１６年３月定例会で、議員から、建築

基準法に定めるセットバックにより道路とみなした部分を、道路として確保をするよう、ご

提言をいただいております。このセットバックの意義や活用の重要性につきまして、十分

認識をしておりますが、現行道路が当時の自治会で拡幅されたものが未登記の状態で放

置されている状況等や、他の市町でも一様の対応ができないことなどの矛盾点が生じて

いることも聞き及んでいますので、地籍調査の進捗等やほかの市町の状況を見きわめな

がら、引き続き検討を行ってまいります。 

なお、この改正案でも指定区域の指定要件の１つに、主要な道路の幅員が６．５メート

ル以上であることと定められており、生活道路の幅員の確保が重要視をされております。

特に市街化区域内では、分譲住宅の開発等でつけられた道路は、基準で一定の道路幅

員は確保をされておりますが、集落内道路は旧来からの狭い状態ですので、地権者のご

協力を得まして、まずは退避所などの部分的な整備を行ってまいりたいと考えておりま

す。 

次に、指定可能区域はどの地区が該当するかにつきましては、条例案では、指定区域

は都市計画法第３４条第８号の３の規定に基づく区域と、同法施行令第３６条第１項第３

号ハの規定に基づく区域の２つの指定区域を予定をしております。本町で、この指定区域

の要件に適合した区域は、神田、稲部、三和地区の市街化調整区域内の既存集落がお

おむね要件を満たす区域と想定をしております。 

次に、東員駅周辺は、この条例案に適合するかにつきましては、この条例案では、冒頭

で述べました指定区域が定められますが、指定区域は、あくまでも優良な集団農地を除く

市街化調整区域となっておりますので、農業振興地域は除外されるものと思っております。

そこで、ご質問の東員駅周辺の区域は、ほとんどが、ほ場整備が済んだ優良な農地です

ので、条例案で規定される指定区域には当てはまらないものと考えております。 

 次に、まちづくりの基本概念につきましては、ご質問にありましたような、まちの外観を大

切にし、景観を重視したまちづくりを進めている市町もございますが、その現状を見ますと、

利用頻度の極めて高い駅周辺の市街地とか、伝統のある町並みの保存を目的に行われ

ているものでございますし、多額の財政負担が必要と聞いております。 

そこで本町では、拠点的な景観重視にとらわれることなく、豊かな自然環境を生かしな

がら、住宅と都市機能が連携した都市型住居圏として持続的に発展していけるようなまち

づくりに取り組んでいきたいと考えております。 



それには新市街地の形成、商業、流通拠点の形成、工業地域の土地有効活用、企業

誘致による雇用の場の確保等を行うことにより、コンパクトなまちでありながらも、それぞ

れが効果的に機能するまちの形成を目指したいと考えております。 

また、既成の市街地土地の有効活用を図るとともに、農業振興地域のうち、新たな開

発整備地区を限定し、その他の農地は優良農地として保全に努め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）      南部議員。 

○５番（南部 武司君）   答弁漏れというか、保全すべき集団農地は、東員町ではどこ

の地区の農地を指すと考えられると思いますかとお聞きしたんですけれど、農振地区は

すべて入ると理解してよろしいでしょうか。それの確認です。 

 市街化調整区域に住宅が建築できるのは農家の次男、三男であったり、線引き以前か

らの所有者に限定されているのが現状です。また、調整区域内の世帯が他地域へ転居な

どで売買し、建物が取り壊された場合は、そこの土地には、原則、家が建ちません。既存

集落の人口が減少するという一因だと考えられます。今回の条例案は、取り壊された跡

地にも第三者が簡単に住宅建築ができるようにするというものと理解しましたが、どうでし

ょうか。また、この条例案によって市街化が増加するのではなく、あくまで調整区域には変

わりはない。そのように理解しておりますが、間違っていないでしょうか。 

また、町長は、私が以前質問した時の答えとして、都市計画区域の線引きをされたとき、

ただ単に現況のままで色を塗ったのが当初の線引きであり、当然そこには現況のままで

区画整理というのは行われておりません、との返答がありました。その数字あわせのため

に指定された市街化区域が、土地区画整理事業などの設置によって、整備された市街化

となる可能性と、新たに東員駅周辺を開発し、市街化とする可能性について、町長はどち

らにウエイトを置いているか、お答え願いたいと思います。 

以上、お願いします。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤町長。 

○町長（佐藤 均君）   まず優良農地ということでございます。ほ場整備したところが優

良農地なのかということでございますけども、基本的にはそういうことでございます。ほ場

整備、かんがい用排水等の整備、補助金をいただいたところは、当然色が塗ってあるとこ

ろでございますので、将来、そういうのは農地として保全をしていきますということの前提

条件でございますので、そう解釈をさせていただいております。 



 もう１点、先ほどいろいろ答弁させていただきました、市街化調整区域での専用住宅とい

うんですか、農家の新家とか、そういうものと違うものが、既存集落の中で空き宅地になっ

た場合に認められるかということですけど、今回のいろいろ県の条例ということは、そうい

うことを認めていく条例ということでございます。 

ただ、パブリックコメントということで、今、県民の皆さんからいろいろな意見をいただい

ておる期間ということで、行政は、まだ余裕があるわけでございます。これから県の説明

等がございまして、東員町はどうしますかというような期間がございますので、私どもとし

ては、当然、人口増を図っていきたいという思いがございますので、そういう方向で進みた

いんです。 

ただ、いろいろ行政の幹部等でお話しておりますと、各既存の集落によっては、混在化

をしていくのがＯＫばっかりではないと。だから、地域の皆さんとこれから協議を重ねて、ご

理解をいただけるようにしていきたい。そして空き宅地についても、専用住宅、よそから非

農家の方でも入れるような体制をつくっていきたいと思っておりますので、ご理解いただき

たいと思います。 

あと、いろいろメモできなかったので、もう一遍お願いします。 

既存の集落というのは、先ほどの考え方で、これからいきますということですけど、基本

的には、それだけではなかなか東員町の場合、人口増も図れませんし、新しい商業施設

というと、今回の大店舗法３法の関係で、締め出しというんですか、できない状況になって

まいりますので、東員駅周辺の地域を市街化区域に向けていきたい。市街化区域の中で

も、住居とか商業とか、工業はちょっと難しいと思うんですけど、そういうようなきちっとした

区域割りをして、何とか市街化区域に向けて、新しいまちづくりの手法でいきたい。そうい

う思いでございますので、ご理解をよろしくお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      南部議員。 

○５番（南部 武司君）   数字をあわせるだけならば、従前の市街化区域内の農地を調

整区域に戻したりとか、新たにその数値だけを、調整区域から市街化区域に設定すると

いうことは可能なのかどうでしょうか。また、市街化の形成された地区からの都市計画税

の徴収の考え、予定はあるかどうか。それをお答えください。 

○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。 



 要するに、考え方として、市街化区域から調整区域、調整区域から市街化区域、出し入

れみたいな格好ですか。今のところは、そういう考えはございません。将来は市街化区域

の住居系を、当然、工業用地というのもありますけど、そういうものを何とか広げていきた

い、そんな思いでございます。また、都市計画税につきましては、課税をするという考えは

ございません。 

○議長（三宅 耕三君）      南部議員。 

○５番（南部 武司君）   インフラ整備について、お伺いします。 

 鳥取地区で開発の進んでいる住宅地ですが、北側の旧道からも出入りができると伺っ

ております。桑名信用金庫北側の旧道交差点は、今以上に危ない交差点となることが予

想されております。改良計画があるということは伺っておりますが、具体的な内容、もしよ

ければお伺いしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤町長。 

○町長（佐藤 均君）   北側ということは、旧道の側ですね。その件については、私ども

にまだ上がっておりません。原課の方の考え方を答弁させてもらいます。 

○議長（三宅 耕三君）      太田建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   質問の前に、北側というと東西の拡幅でございますか。

その件につきましては、東西については、今のところ考えておりませんが、今後、町のバ

スの退避というんですか、そこら辺は全体的に考えていかないといけないと思っておりま

すが、それから今の交差点の付近につきましては、危ないところでございますので、その

交差点の部分については検討していきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      南部議員。 

○５番（南部 武司君）   はっきりしませんが、通告書の２問目といきます。質問事項に

は、必要経費の支出の仕組みは、と記載いたしましたが、役場での物品の購入方法につ

いて伺います。 

 先般、議会事務局でノートパソコン１台を購入したいとの話があり、一番安く買えるインタ

ーネットでの購入を提案しましたところ、そのような方法は役場ではなじまないとの返答が

あり、唖然とした思いがあります。社会教育課でもノートパソコン購入の話があり、これは



簡単に購入可能とのことでした。ともに同じ会社の製品です。同じ程度の同じ性能である

ならば、いい物を安く買いたいというのは、だれも同じだと思いますが、役場では物品購入

にどのような決まりや手続が必要なのでしょうか。具体的に教えてください。 

 次に、格安航空券で研修に行こうとしましたら、何か制約があり、正規の運賃での予算

組みでなければならない旨の説明がありました。あらゆる情報が瞬時に手に入るこの時

代に、ホテル代を含めても半額以下になる格安航空券の利用が難しいのでしょうか。また、

インターネットで直接買えば若干安くなったり、同伴者の一人が誕生日の前後であれば、

４人まで安く購入するということが可能です。安いにこしたことはないと思われますが、な

ぜ、旅費いくら、ホテル代いくらなどを、複雑にしなければならないのでしょうか。経費削減

が叫ばれている昨今、研修はホテル代込みの格安航空券利用を原則とするのが常識と

思われますが、いかがでしょうか。 

 次に、電話について伺います。東員町の電話はＮＴＴの回線を使用しています。毎月、高

額な通話料を支払っていると思います。私は平成１６年９月定例会の一般質問の冒頭で、

ＩＰ電話の利用を考えてみてはどうかの旨を質問しましたが、その後、一度でも試算された

ことがあるでしょうか。もしあれば、その数値をお伺いします。 

 最後に公用車について伺います。質問の公用車とは黒塗りの町長車のことです。市町

村合併で、多くのまちから公用車売却のネットオークションがあります。また、最近の高額

なガソリン代のために、ハイブリッド車や小型車への移行もあります。東員町の公用車は

どのように使用されていますか。また、あと何年使用する計画ですか。余談ですが、公用

車は黒塗りのクラウン以上という決まりはあるのでしょうか。ハイブリッド車や小型車に移

行はできると思いますが、町長の考えを伺いたいと思います。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤町長。 

○町長（佐藤 均君）   何点かにわたりましてご質問がございましたので、お答えをさせ

ていただきます。 

 まず、物品の購入手続でございますけども、近年、量販店やインターネットショッピング

で、ＯＡ機器や電化製品でも安く購入できる時代であり、よい物を安く購入することは、だ

れもが望ましいと思うところでございます。町が物品を購入する場合でも、基本的には同

じでございますけども、手続として、複数の入札参加資格審査申請書の提出者の中から

見積書をいただき、最低価格の提出者からの購入を基本とし、指定した物品を期日まで

に確実に納品いただくため、契約の締結をいたしております。 



 次に、航空運賃でございますけども、航空運賃は、購入時期等の条件により、価格は異

なりますが、支払った運賃を支給いたしているところでございます。条例にも、そういうよう

な方向で決められております。あくまで支払った運賃を支払いますということでございま

す。 

 ３点目のＩＰ電話の利用でございますが、近年、急速に普及しております家庭においても、

インターネットとあわせて利用される方が増加をしております。確かに通話料金が一般加

入電話に比べて割安であったり、同じ通信会社のユーザー間であれば無料になるメリット

がございます。 

ご質問にございましたように、今の電話料金をＩＰ電話と比較した場合でございますが、

通信会社や通話先等の条件により異なりますが、試算では３割ほど安くなると考えられま

す。しかし、電話料金や設備に要する費用は別といたしまして、停電時や災害時の通話

や情報伝達に支障がございまして、リスクは現在の電話に比べて高いものがあると思わ

れるところでございます。近年はＩＰ電話でも１１０番や１１９番、フリーダイヤルの利用も可

能となり、一般に普及されるのは間近かと思われます。 

 最後に公用車でございますが、お尋ねの車両につきましては、町長車はハイブリット車

を既に使用させていただいております。使用する車種につきましては、特に定めてはおり

ませんが、経済的で安全性の高い車両を使用いたしたいと考えております。使用の年数

も、すべての公用車について、運行に支障がない限り使用をさせていただいております。 

 以上、４点についてお答えを申し上げました。 

 よろしくご理解を賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      南部議員。 

○５番（南部 武司君）   航空券の利用というのは、議員の視察旅行に限ったものでは

ありません。今年、町長がドイツに行かれます。航空券をルフトハンザドイツ航空のインタ

ーネット上で直接購入しますと、名古屋～フランクフルト間往復１人１０万円で購入できま

す。予算書のどの項目に書いてあるのかわかりませんでしたので、お尋ねしますけど、今

回のドイツ訪問には、１人幾らの予算を計上されていますか。また、差し支えなければ、予

定しているルートなど、わかっている内容をお教え願いたいと思います。 

○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。 



 担当の方から答弁させていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）      水谷総務課長。 

○総務課長（水谷 史郎君）   先ほどのお尋ねでございます。まず、町長の予定をして

おります表敬訪問等に要する費用につきましては、総務費の一般管理費の旅費の方に

計上してございます。これにつきましての概算でございますけども、これまでの海外派遣

等を参考にさせていただいて、現在、４０万円ほどを計上させていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      南部議員。 

○５番（南部 武司君）   ルート等も聞いたんですけど、そちらは結構でございます。 

スカイプという名前をご存じでしょうか。これはパソコンから、直接、一般電話やパソコン

に通話できるソフトのことです。ＮＴＴでも、最近よく似たソフトの配布を始めました。ＩＰ電話

が話題になった当初は、ＮＴＴは、通話状態がよくないとか、緊急電話が使えないとか、フ

ァックスは当然ですけど、Ｂフレッツの普及により立場が逆転しましたので、今、ＮＴＴは一

生懸命売り出しております。先日の新聞報道では、契約者は１千万台を超えたとのことで

ございます。日進月歩の技術を追いかけていけばキリがありませんが、費用の面から十

分に検討するという余地はあると思いますけど、先ほどの質問では、ないということで、ち

ょっと残念です。 

 我が家なら、こんなむだなことはやらないと思ったことを質問しただけのことでございま

す。東員町行財政検討委員会の会議録になかったことを重点的に質問しました。自分の

物を購入するときは、よい物を１円でも安く買おうと努力しますが、町費を使うときは、努力

もしないように思われます。今時、予算があるから仕方がないとか、予算は使わなければ

ならないと思っている職員は、いないとは思いますが、皆様からの税金です。ケチっても

格好悪いとは思いません。何か意見があれば伺いますけども、これで私の質問は終わら

させていただきます。 

 

 


