
 次に、４番、山口一成議員。 

○４番（山口 一成君）   私は、４点について発言通告をしてございます。１点は、町有

地の売却の有効活用についてです。２点目は、高齢者保健福祉と健康診査について、３

点目は、筑波大に委託した接着研究費についてです。４点目は、首都移転関連問題の、

この４点でございます。 

 １点目のことについて、質問させていただきます。 

大木二軒屋住宅跡地については、１年前の３月定例会において、私は建設部長にお尋

ねしています。そのときの答弁は、現時点では公営住宅を建設することは考えていません。

有効利用を模索中ですという答弁でございました。 

今、国の借金は７００兆円だと言われておりますが、政府や日銀が量的緩和への移行

を今考えておるようでございますが、それを早急に行うならば、国の借金はゼロになるの

ではないかというふうに報道されております。 

先に町長から、全員協議会の席で図面を２枚いただきました。１枚は、二軒屋町営住宅

跡地、２，０００平米です。もう１枚は、旧東員保育園跡地、２，４００平米の図面でございま

した。町有地を売却するということは、大変私は珍しいことだと思っております。売却する

に至った経緯の説明を求める次第です。 

もう１点は、地域の実情に応じた慎重な対応を求めるものです。 

町長の答弁をお願いしたいと思います。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）   町有地売却の有効活用についてということで、ご質問にお答え

をさせていただきます。 

 大木二軒屋の町営住宅、また六把野新田の旧東員保育園の跡地での活用ということで、

基本的には区画整理等の手法によりまして、住宅用地として区画割をし、競売による売却

をする方向で考えさせていただいております。つきましては、現在その手法、先ほど区画

割ということで申し上げたんですけど、全体的に売却して、アパートとかマンション方式で

いくのか、一戸ずつの区画割で個別の住宅を建てられるようにするやり方とか、いろいろ

の方法を今プロジェクトチームをつくっていただいて、検討に入っております。 



先ほどの日銀の量的緩和も、今日とは違うんですかね、審議されるというような報道も

なされております。そのことは別に置いて、なぜ、今までの住宅用地、また住宅を建てない

のかということなんですけど、国の方でも、民間でできる部分は民間でというようなことで、

いろいろいわれております。町営住宅やなしに、民間の力を借りて人口増等を図っていき

たい。そんな思いからでございます。 

今までそういうことで考えておりますので、議会の方でも、いいお知恵があったら貸して

くださいと。やはり公営住宅でいけということであれば、公営住宅でいくべきだと思っており

ます。何がベターか。それを皆さんと一緒に、知恵をかしてくださいということでお願いして

おるわけでございますので、私どもは私どもで、いろいろ職員で検討をさせていただいて

おります。そういう方向がダメということであれば、まだ確定はしておりませんので、その方

向でさせていただきますので、早急に、議員の考えもまとめていただければ幸いでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      山口議員。 

○４番（山口 一成君）   六把野駅が廃止され、北大社駅が廃止になってから、なぜこ

の売却の問題が進められようとしたのか、大変不可思議でなりません。廃止になった現在、

私たちの地域の土地の地価は下がっております。それがゆえに、払い下げをされようとさ

れるのかなというようなことを思っております。 

 それからもう１点ですが、保育園跡地については、大変長期にわたって放置されていま

したが、その理由はいかがなものでしょうか。お尋ねします。 

○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。 

 地価の件は、その時の経済、社会環境、いろいろなことで変わるかと思います。下がっ

ておるということは、私は初めて聞いたんですけど、あくまで市街化区域でございますので、

市街化区域の中の住居区域、現実に大変下がっているのかなと私は思うんですけど、そ

れはさておきまして、東員保育園、旧六把野駅の東の部分が移転をされまして、それから

ずっと更地で置かれております。大木住宅の前に東員保育園跡地の処分というんですか、

また、ほかにいろいろの再利用等を検討した経緯もございますけど、実は旧保育園は建

築をされた後、増築をされております。一番東というか、桑名寄りでございますけど。当初

の建築物に東側へ、たしか遊戯室があったのかな。その部分を増築をしております。それ



は園児がふえた、ということからだと思います。その増築をした部分の土地を町が買収し

たんですけど、それが登記ができてない。東員町のものに現在もなっておりません。未登

記です。 

そういうことで、地主さんとの交渉というんですか、東員町に登記をつけてください、つ

けますということが、まだできてない。それが非常な年数がたっておりますので、相続が発

生をしてきております。昔の地主が亡くなられて相続が発生をしてきております。子ども等

が見えまして、少し複雑になってきております。 

そういうことで、それらのことを解決しないと、東員町のものになりませんので、今現在、

いろいろ弁護士と相談しながら、６月定例会に向けて、皆さんにそのこともいろいろ申し上

げて、法的な手段に出ないと解決をしない状態になっておりますので、６月定例会に向け

て、皆さんと議論をさせていただきたいと思ってますので、よろしくお願いをしたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      山口議員。 

○４番（山口 一成君）   花の池の保育園の跡地の長いこと放置された原因は大変よく

わかりました。 

二軒屋住宅の跡地については、大変敏捷な対応であったと私は思っております。 

今からの質問は、二軒屋跡地について、中心的に質問させていただきます。私は二軒

屋地区、約１１０件ほどございますが、全戸に書類とはがきを配布して、意見を述べてほし

い、また送ってほしい。それでなかったら電話でも結構ですと。道で会ったら、私はこんな

ふうにしてほしいんだというようなことでも結構です、ということをつけ加えて、便りを出しま

した。そしたら、１１０件のうち、約３０％の答えが返ってきております。 

その意見の内容は、主に目的は何か。それから町長とは大変違っておりますが、箱物

づくりは絶対ダメだということ。二軒屋集会所は老朽化しておるので、多目的な集会所を

つくってほしいということです。人口増を考えているならば、住宅建設には賛成だと。もちろ

ん、反対も二、三ありました。老人福祉施設をつくってほしいという意見。それから業者へ

の払い下げは絶対反対だ。民間、個人へという意見が大変多ございました。また、グラン

ドゴルフに、というのが 1 件ございました。 



こういう返事でございましたが、具体的に私が話をするよりもいいと思いまして、はがき

を読ませていただきます。 

目的についてですけれども、ある方は、大木町営住宅跡地については、何に目的を考

えてみえるのか、目的がはっきりしていなければ活用方法も異なると思いますと。人口増

を目的とするならば、住宅地としての売却がベストに思われます。町営施設の建設、いわ

ゆる箱物づくりがなされるのであれば反対します。特に中部公園開発時に反対しましたし、

二軒屋公園も利用がなされ、維持管理費がむだになっています。ただし、災害時等の備

蓄倉庫や緊急施設の建設であれば、地域住民を含めて十分検討し、全体の理解が得ら

れれば公益につながると思われます。静かな二軒屋地区を維持していくのであれば、商

工業利用地への転用は望ましくありません、というのが一人の方で、ワープロをわざわざ

打っていただきました。 

次に、空き地の利用処分などの方法は、いろいろ選択肢はあろうかと思いますが、二

軒屋集会所が老朽化しておりますので、まずこれを今の空き地に、多目的な集会所として

建てかえ、しかる後に、その跡地を整備し、社会の動向を見ながら、再度、英知を出し合

ってはいかがかと思いますというような意見でした。 

それから住宅建設には賛成ですが、町有地ですので、入札で業者を公募して整地し、

上下水道も整備し、町内居住者、町内就職者の方に売却することが望ましいと思います。

これは女性の方です。 

次に、線引きの西側の台地に新しい集会所を建ててはいかがですか。このことについ

ては、２，０００平米と書いてある図面の西側のところのことを指してみえるんだと思いま

す。 

もう１点、跡地を払い下げする時には、土地を希望していますので、ぜひ購入をしたい

ものです。業者への払い下げは反対です。ぜひ民間、個人にしていただきたいと。 

大変読みにくい字でしたので、私が再度書きました。一括入札販売では、購入者が高

層住宅建設ともなると、日陰、景観等の問題、また入居者と原住民との円滑な意見、交流

等の問題も多発しそうなので、避けた方がよいのではと思います。面倒でも町の方に道

路・宅地など、区分の上、戸建てできる程度の、６０～７０坪に分割して販売してもらいた

いと思います。 

 若い人の意見を取り入れてください。定住するため、また決定に当たっては、事前に十

分相談するよう、事後報告にならぬようにということ。それから町住宅か老人福祉施設が

できるといいなと思いますが、老人福祉施設の方がいいと思います。高齢者社会に向か



っておりますので、住宅としての売却には反対です。これは１件だけ、反対というようなこ

とがありました。 

 今の意見を聞かれて、町長の所見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。 

 アンケート等ありがとうございました。いろいろご意見はあろうかと思います。基本的に

は戸建てというんですか、一戸建ての住宅用地として、公募性の売却というんですか、そ

ういう方向が少し多かったなと思っております。いずれにいたしましても、もう少し町の方

針が確定した段階で、議員、あるいは地域の皆さんに説明等をせよということであれば、

二軒屋地域等へも入らせてもらいたい、そんな思いでございます。まずはどういう方向で

どうしていくか。目的というんですか、そんなものをきちっと決定をさせていただきたいと思

いますので、これからもひとつご支援をいただきますようにお願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      山口議員。 

○４番（山口 一成君）   ありがとうございました。これも早急にお願いしたいなというふ

うに思います。なぜならば、今の町営住宅の跡地の裏側に、現在、個人の畑がございま

す。前は田んぼでしたが。それが売却されたように聞いております。そういうこともあって、

ひょっとすると、後ろと今の町営住宅とが合体になって開発されるんと違うやろうかという

ような心配の声も聞きますので、その点をお含み願いたいと思います。 

 次に、西といいますと、先ほども言いましたように、１件北側に建っておりますが、そのす

ぐ南側なんですけれども、二軒屋公園といわれるところの土を持ってきて、多分、地上げ

したように高くなっております。そこのところは売却地から除外されておりますが、除外さ

れた理由はいかがなものか、お伺いいたします。 

○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。 

ちょっと承知しておりませんので、原課の方から状況を説明させます。 

○議長（三宅 耕三君）      山口議員。 



○４番（山口 一成君）   どうもすみません。場所については、北側に家が１件あります

ので、それのすぐ前ということです。ですから、町営住宅が３棟、南側に建っておりますが、

それの北側のところ。簡単にいえば三角地みたいなところになっておりますが、場所はま

だわかっていただけませんでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）      答弁者側に申し上げます。趣旨が理解できないなりで即答が

できなかったら、後ほど答弁ということを答えてください。 

 佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えさせていただきます。 

 場所等承知しておりませんので、後ほど答弁させていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）      山口議員。 

○４番（山口 一成君）   この跡地について、東員町の二軒屋の集会所は、近鉄車庫

ができたときに、プレハブとして東の方の公園の隅に、その当時の金で、聞いておる中で

は３００万円ほどでプレハブの集会所がつくられました。その空き地のところへ持っていっ

たらどうかという意見が、周りにたくさん出ておりますので、それが建つだけの用地も、ま

た駐車場も含めて、十分取れる場所だということです。もう一度、図面の確認をお願いし

たいと思います。 

二軒屋だけのアンケート調査で大変失礼やと思いますが、慎重な対応をお願いしたい

と思います。 

  ２点目に移ります。 

 高齢者の福祉計画の健康診査についてでございますが、今年の各種検診申込書が、

先日送られてきました。これは私の家へ送られてきた物のコピーでございますが、２つ目

の項目にミニ人間ドックの欄がありますが、今年は４０歳から６４歳となっておりまして、去

年とはガラリと変わっております。年齢制限が今まではなかったんですけども、今年から

はっきりと年齢制限が出てきたわけです。６５歳以上の人は除外されたわけです。この件

について役場へ連絡しても、なかなかしっかりした答弁が聞けなかった。また、電話を福

祉課の方へ回されても、なかなか合点がいかなかった、というような町民の声が寄せられ

ました。なぜ６５歳としたのか。生活福祉部長、納得できる答弁をお願いしたいと思いま

す。 



○議長（三宅 耕三君）      太田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（太田 進君）   山口議員の高齢者保健福祉と健康診査についてのご

質問に、お答えを申し上げます。 

 ご質問にもございましたが、今まで６５歳以上の方は人間ドックと基本健康診査のどちら

かを希望受診していただいておりましたが、平成１８年度からは、すべて医療機関により

ます基本健康診査を希望者に受けていただくことになります。 

といいますのは、今回、介護保険法が改正され、平成１８年４月から、６５歳以上の高齢

者で要支援・要介護状態になる恐れの高いと考えられる高齢者に対し、介護予防特定高

齢者事業が開始されることになり、その特定高齢者の把握につきましては、老人保健法

が改正され、現在、実施させていただいております基本健康診査において、新たな項目、

例えば検査項目ですと、尿酸、血清アルブミンの血液検査を追加します。また、介護予防

の観点では、生活機能に関する項目を新設し、医師による総合判定により、特定高齢者

の把握をすることとなり、今回、６５歳以上の方で、希望者は全員基本健康診査を受診い

ただくよう、変更させていただいた次第であります。 

また、自己負担につきましても、基本健康診査は１，０００円ですが、人間ドックは３，００

０円であり、少しではありますが、負担軽減になるものと考えております。 

 いずれにいたしましても、１人でも多くの方に、レベルアップした基本健康診査を受診し

ていただき、介護を必要としない、いきいきとした生活を営んでいただけるよう、高齢者の

方々をはじめ、町民の皆さんの健康保持に努めてまいりますので、ご理解を賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      山口議員。 

○４番（山口 一成君）   おおよそのことはわかりましたが、私は去年の１２月定例会の

老人保健事業の中で、ドッグの費用が減額になっております。約１２１万６，０００円と内訳

がなっております。乳がん検診とかミニ人間ドック、基本健康診査、これが６７万２，０００

円というようになっておりましたので、受けられる方が少なくなったのかなというふうに判断

いたしました。けれども偶然にも、先日、阿下喜のいなべ総合病院の院長が見えたときに、

基本検診と人間ドック件数の年次推移という調査票を見せていただきました。そしたら、何

と人間ドックはずっとふえておるわけなんですね。今、部長が言われましたように、金額は

確かに少々ふえると思います。けれども、人間ドックを受ける、そのようなことの中で健康



を維持していきたいという６５歳以上の方、もう老人とはいわずに、ひょっとすると、シニア

と言った方がいいかもわかりませんが、このことがありましたので、お尋ねしたわけでござ

います。 

高くなるということの中で、理由としては大体わかりましたけれども、町の高齢者の健康

福祉計画、介護保険事業の計画の８７ページに、健康教育のことが記載されております

が、老人健康保健事業の現状と今後の方策が健康教育のところにあります。６５歳以上

を対象とした健康教育は、平成１８年度から介護保険法に基づく介護予防事業によって介

護予防の観点から実施されることになりました。そういう意味から、６４歳としたんだなとい

うふうに理解してよろしいでしょうか。再度、お答えをお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      太田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（太田 進君）   お答えいたします。 

 山口議員が認識されるとおりでございます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      山口議員。 

○４番（山口 一成君）   今、シニアと言いましたが、シニアの方は、少子ということにつ

いては、割に踊らされない人たちだというふうに私は思っております。健康でも、将来への

不安がぬぐえない以上、個々人が健康であるために、いろいろな方策を考え、体力の維

持・増進を図ったり、食事のこと、ストレスがたまらんように、６５歳以上の人は、個々にそ

れなりに自分の健康設計をしてみえると思います。高齢化社会が急にやってきたのでは

ないわけですから、この不安を除くためにも、行政施策をぜひともお願いしたいと思いま

す。 

６５歳以上の方々は、第二次世界大戦の敗戦、夕べも私は、９時１５分から、零式戦闘

機のテレビをＮＨＫで見ておりましたけれども、アメリカの物量で私たちは負けたんだとい

うような敗北の認識を、いまだに私も持っております。 

○議長（三宅 耕三君）      山口議員、質問は簡潔にお願いします。 

○４番（山口 一成君）   はい、わかりました。日本の復興のことや物資のことについて

も、年功序列であるとか、終身雇用など、いろいろ団塊の世代でございます。寂しい思い

をさせないような行政でありたいと願っておる私です。温かい、それこそ安心できるまちで



あれば、高齢者もこれから生きていけると思いますので、このような施策をよろしくお願い

いたします。 

 次に、３番目に移らせていただきます。 

 偶然にも、かどうか知りませんか、先日、同じように、筑波大学のことについて、私が通

告をしていて、何か偶然のように思えて仕方ありませんが、接着剤のことについて、お話

がございました。私は門脇議員と一緒のように、割愛しようかなというふうに思っておりま

したけれども、今後の対応は、一度、木村先生にも本町に来られる機会がございましたら、

来ていただいて、私たちにも聞かせていただきたいなと思います。建設部長、いかがです

か。 

○議長（三宅 耕三君）      太田建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   山口議員のご質問にお答えいたします。 

 一昨日開催されました全員協議会の場で、町長よりご説明をさせていただきました内容

と重なる部分がありますが、これまでの経緯を含めまして、お答えをさせていただきます。 

 昨年８月１日に、東員町と筑波大学との間で、受託金額４８２万７，０００円で、研究期間

を本年３月３１日までとする「農産物を活用した新規樹脂材料の開発研究」の契約締結を

行ったところであります。これまで、大学から２回ほど、東員町にお越しいただき、研究内

容について報告をいただくとともに、先般、私どもも筑波大学へ訪問いたしまして、研究開

発の状況についての説明を伺ってまいったところでございます。 

現在、大学におきまして、開発に使用する松やにや米、もみがらあるいは貝殻等の原

材料の選定を行いまして、その後、開発に向けた配合の割合や加工する温度の調整を行

いながら、表面観察、水分測定、あるいは熱分析の研究を行っているところでございます。

化学会社と共同で試作品の方も数点でき上がっているようでありますが、やはり配合率や

加工温度により、分解にムラがあったり、溶け過ぎて、型枠から取り出せないなど、できの

よしあしがあり、コスト面や耐久性においても問題が残っているようで、実用化と申します

か、製品化するまでには、もう少し時間をいただきたいとのことでありました。 

そのようなことから、この研究開発が必ずしも成功するということは、現在の段階で申し

上げることはできませんが、私どもといたしましても、お願いしている以上、ぜひとも成功さ

せていただきたいという強い思いもありますことから、大学側と協議の結果、研究開発期

間を５月３１日まで延長するとともに、今回の補正予算におきまして、研究委託費用の一



部を平成１８年度に送るための繰越明許費を計上させていただいておりますので、ご理解

のほどよろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      山口議員。 

○４番（山口 一成君）   先日、説明がありましたので、大変よくわかっておりますけれ

ども、産・学・官の共同開発の中で、予算面や何やらで、ゴタゴタしている記事も目にして

おりますので、気をつけていただきたいなというようなことを思んばかっております。 

 ４点目に移ります。 

 忘れておるようなことでございますが、首都の移転問題についてです。先ほども規制緩

和のことを言いましたけれども、法のたがが緩められておるかどうか知りませんけども、有

名になりましたライブドアのような株の問題も出てきて、合併の問題もあり、道州制の問題

も話題となって、事欠かない昨今でございますが、首都移転問題は、もう立ち消えになっ

たのでしょうか。ここらでは鈴鹿山ろくというような場所も出ておりましたが、いかがですか。

その件で、町費からの持ち出しはあったのか、お尋ねいたします。 

 以上です。お答えをください。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤町長。 

○町長（佐藤 均君）   首都機能の移転に関してでございますが、このことにつきまして

は、平成４年に、国会等の移転に関する法律ができまして、その後、平成７年に、首都機

能の移転についての考え方がまとめられまして、国会等移転審議会において調査、審議

がなされたものでございます。 

既にご承知のとおり、それを受けて、三重県では平成９年に、鈴鹿、亀山、四日市を中

心とした「三重鈴鹿山ろく地域新首都構想」を作成しまして、移転誘致の構えを見せてい

るところでありまして、計画自体が立ち消え状態ではないと思われます。 

また、この件に関して、現時点で具体的な説明や施策といったものはございません。し

たがって、経費の面での負担そのものもございません。 

あえて申し上げるならば、その関係の期成同盟会などの参画を行っておりますので、幾

分の負担はしているものと考えられますが、いずれにいたしましても、まだまだ構想の段



階ととらえておりますので、今後の情報収集も含めまして、推移を見守っていきたいと思

いますので、よろしくご理解のほど、お願いを申し上げます。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      山口議員。 

○４番（山口 一成君）   地方分権、三位一体とかということがいわれておりますけれど

も、僕は、首都移転ということは至難のわざであり、将来とも立ち消えになっていくのでは

ないかというふうに思っております。私の考えです。けれども、このような言葉いじりだけで、

何か、地方を巻き込んだような大きい問題になっていくことは、大変おかしいなと思います

ので、またこれから、そのような問題が起こることがあろうかと思いますけれども、確固た

る信念で臨んでいただきたいと思います。 

 時刻も１２時近くになってきました。まだ１６分ほど残っておりますが、私の質問はこれで

終わります。 

 以上です。 

 

 


