
 ○議長（三宅耕三君） 一般質問を続けます。 

 10 番 山本陽一郎議員。 

              （10 番  山本陽一郎君  登壇） 

 ○10 番（山本陽一郎君） 本日最後の一般質問ということでございます。あと１時間足ら

ずでこの束縛から解放されるということでありますので、今一度気合を入れてご答弁

されるように求めておきます。 

 今回の質問事項については、行財政改革の進め方について、そして市街化区域の

開発計画とその問題点についてということです。二番目のほうは先程南部議員のほ

うからお尋ねがありましたので、要点だけ、要点を絞って聞いていきたいと思いま

す。 

 まず、町長にお尋ねをいたします。 

 行財政改革の必要性が盛んに叫ばれております。私も事あるごとにこの問題につ

いて発言をさせていただいておりますが、今一度町長、今なぜ行財政改革が必要な

のか、その理念と改革の進め方について、お聞かせをいただきたいと思います。そう

いう理念とか思いがなければ結構であります。その他多岐にわたり質問をさせてい

ただきたいと思います。よろしく。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 佐藤均町長。 

              （町長  佐藤  均君  登壇） 

 ○町長（佐藤 均君） 行財政改革の進め方について、お答えをさせていただきます。 

 理念とか今後の進め方ということでございますけど、基本的に地方分権と申します

か、今までのような中央集権、大きな政府では国が対応できないということで、地方

分権法というものがつくられました。そんな中でですね、地方は自分たちでまちづくり

をしていきなさいと、今までのように国が金を出し全国一律に同じようなことをする、

そういうことはもうできません。 

だから自分たちの町は、自分たちでお互いに知恵を出して、新しい町をつくっていき

なさいということ、そこから出発をしております。 

 そんな中でですね、当然その中から合併も発生しておりますし、いろいろのことで

各全国の自治体が苦労をしております。しかし、それもまだ道半ばでございます。先

程来出ております道州制、その辺が終わって初めて本当の地方分権が始まる。そん

な状況だと私は認識をさせていただいております。大変厳しいことでございますけど、

どうぞご理解をいただきたく思っております。以上でございます。 

  



 ○議長（三宅耕三君） 山本陽一郎議員。 

 ○10 番（山本陽一郎君） それでは一つずつ聞いていきたいと思います。 

 国、県による行財政改革の一環として、また全国の空き交番の解消をとの大義名

分をもって実現した東員交番所、これ三和、神田、笹尾の駐在所統合してということ

であります。この４月１日より発足をしたところであり、我が東員町のより安全で安心

なまちづくりという、重要な施策の実現に寄与するものと期待をいたしております。こ

の東員交番の推進過程において、各自治会はじめ多くの住民より疑問や不安の声

があったことは事実であります。この大きな疑問や不安に対し、行政と一体となって

説明し説得した者の一人として、その責任の重大さを認識しております。 

 そこで神田、三和、笹尾各駐在所のですね、跡利用、これについてその後ですね、

どのように計画し、また推進しようとしているのか。いやもうとっくにですね、この４月

１日の東員交番が発足したときにはですね、そういう問題を含めて各校区、自治会

長とですね、すり合わせかできているものと思いますけれども、特に笹尾の駐在所跡

についてはですね、笹尾の団地の住民の皆さんからですね、さまざまな意見が寄せ

られていると思います。その跡をですね、防犯拠点にしようよとか、そんないろんなお

話があったはずですが、それらについて。また神田駐在所の跡はですね、そのとき

に出た話として署員のですね、仮眠所と言いますか、そういったものに使用したいと

か、そうして三和の駐在跡についてはですね、署員のこれも利用しようよという、そう

いうお話もあったと思いますけれども、そういうことを含めてどのような経過をたどっ

ているのか、お聞かせ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。 

 一般質問ですけどもね、山本さん。実は通告いただいておるんですけど、基本的に

交番が出てくるというようなことは、私も思わなかったんですけど、一般質問でござい

ますので、もう少し聞かれる項目というのですか、それで通告があると思うんですけ

ど、その辺もお知らせをいただきたいと思います。全然準備しておらないとこでです

ね、答弁せえと言うと、間違った答弁をしては、町民の皆さんに申し訳ないことでござ

いますので、きちっと正しいことを、やはりご答弁させていただくということであれば、

ある程度はお知らせをいただきたいと思います。 

 交番のことでございますので、もともと山本さんが議長のときの話でございますの

で、その経緯は私もよう承知をしております。非常に笹尾の交番の閉鎖ということで、

住民の皆さんからお叱りをいただきながらですね、山本議員さんのお力で、今よりか



は良くなる。笹尾の実は空き交番でしたので、本来はもともとはその空き交番の解消

をしてもらいたいと、24 時間体制の駐在のみえる交番にしてもらいたいということで、

ともども陳情されたと思っております。 

 そんな中でですね、笹尾の空き交番を解消するということは、警察官の数とかそう

いうことで非常に難しいと、東員町全体の交番であれば一度前向きに検討させても

らいたい。当然それは神田と三和の駐在所を廃止すると、そしてその警察官も新し

い交番に入ってですね、７名、あるいは８名体制できちっとさせてもらうんで、ご理解

をいただきたいということで、非常に厳しい中でですね、地域の住民の皆さんにご理

解をいただいて、今年の４月からオープンしたということでございます。 

 だから当然、神田と三和は今はもう駐在としてはございません。これは警察官の宿

舎として利用をされております。そして笹尾の交番の跡の利用はですね、今回の補

正にも電気代とか水道とか、そういう管理面で補正を出させていただいております。

流れは担当のほうから説明をさせていただきます。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 松下忠生活福祉部長。 

 ○生活福祉部長（松下 忠君） お答えさせていただきます。 

 笹尾の交番でございますけれども、払下げの手続きが今進められておることだと、

こういうふうに思っております。私どもの業務といたしましては、その払い下げが終わ

ったあと、それをいかに使っていくかということで、今回も補正を出させていただいて

おりますけれども、やはり地域の、先程も議員言われましたように、地域の防犯、防

災の拠点になれば地元の人たちもその有効ある使い方にさせていただくというような

ことで、連合の自治会長さんのほうとはちょっと話をさせていただいておりますけれど

も、これからさらに内容を詰めましてですね、できましたら７月ないし８月にはちゃんと

した自治会とのその契約というんですか、取り決め事をして運用に進めていきたいと

考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 山本陽一郎議員。 

 ○10 番（山本陽一郎君） 町長ね、言葉を返すようだけどもね、何も数字をあげてね、難

しい質問しようとしてないわけ、行財政改革についてということで、当初は多岐にわた

りますよという通告をして、そして議長のほうからですね、もう少しということで少し付

け加えさせていただきました。そしてそのときに議長のほうからですね、わからないと

ころがあれば当人、私にですね、どのような質問があるのかということを聞くように指



示をしておきますという、そういう返事をいただいてこの質問をしておりますので、誤

解のないようにお願いをいたします。 

 それではですね、松下生活福祉部長ね、この夏ごろという話なんだけれども、この

笹尾の駐在所跡に限って言うんだけれども、これは計画が持ち上がったときから決

まっているわけよね。平成 19 年４月１日からは東員交番として発足しますよと、そう

であるならばもっと早くからね、どうするかということを決めておかないと、発足したあ

とで泥縄式にさあどうするかという話は、お役所仕事ですよということを申し上げてお

きたい。町長、今副町長かな、一緒になって自治会長さんたちのですね、説得して何

とかこぎつけた、そういう経緯がある。 

 であるなら、１日も早くやらなきゃいけない。そんな悠長なことをやっているから、先

程申し上げたように批判をされるということを指摘をしておきます。これについてはこ

れぐらいにしておきますので、１日も早くですね、自治会とですね協議をして、跡地利

用について住民の不安がないようにきちっとした対応を求めておきます。 

 次にですね、そういうことで質問しますので、通告はしておりませんけれども聞いて

いきます。答えられなかったら結構です。この３月にですね、大きな争点となった陸上

競技場の問題があります。私どもはですね、町の行財政改革の一環としてこの問題

について、２種の陸上競技場をですね、このまま存続させていいかどうかということ

で、大きな議論をさせていただいた。そして予算委員会において、これを修正可決を

した経緯があります。 

 その後ですね町長、何を思ったかわかりませんけれども、我々全員協議会の前ま

で出向いて来られてですね、さらにその委員会、修正可決した問題についてですね、

再考していただきたいということでお話がありました。議会に干渉してはいかんと私

は思っております。その結果かどうかわかりませんけれども、本会議において原案ど

おり可決されたという経緯があります。 

 そこで聞きます。本来であれば教育長なんだろうけれども、町長があそこまで力を

入れて全員協議会で説明した以上ですね、あなたの責任でもある。それではですね、

この陸上競技場２種申請して存続させるためにですね、当時の担当の課長も説明し

たようだけれども、画期的なですね、利用方法、これを考えるということだった。サッカ

ーのですね、Ｊ２かＪ４か忘れましたけども、そういったものも含めてですね、誘致をし

ようとか、いろんなお話がありましたけども、そういう計画があればですね、もっと早く

我々に知らせるべきだと思うんだけれども、一向にその後に話がない。あれだけの

問題で存続させた経緯があってね、その後どのような計画があるんですか。 

 言っておきますけれども、あの陸上競技場における興行収入 66 万円、あの競技場

の維持管理の中のエレベーターの保守点検料が 61 万８千円、わずかそれだけのこ

とでという、その当時スポーツと文化については費用対効果は求めない、求めちゃい



かんという話がありましたけれども、それでもなお努力をするというお話であったはず

で、ならその計画がどのようになされておるのかをお聞かせをいただきたい。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 石垣征生教育長。 

 ○教育長（石垣征生君） 担当のほうでございますので、本年度のその陸上競技場の

利用方法につきまして申し上げます。 

 中学生のですね、中学生の全国大会の一つは最終予戦であります、７月の県大会

を、私どものところで開催を決定いただいておりますし、Ｊリーグの名古屋グランパス

戦、それから天皇杯出場チームを決定する三重県のサッカー選手権大会の決勝戦、

これはＮＨＫで放映される予定でございますし、全日本大学サッカー選手権予選リー

グ、あるいは東海大学のサッカー一部リーグ３試合等ですね。また先日でございます

けれど、定時制、通信制の公認のその大会をこの間、開いていただいたところでござ

います。以上でございます。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 山本陽一郎議員。 

 ○10 番（山本陽一郎君） あれだけ問題になって、利用促進を図ろうということになった

わけですから、是非ですね、これからも努力をしていただきたいし、その成果が見え

ないときは断固として追及するということを肝に銘じておいていただきたいと思いま

す。 

 それではですね、次に総務部長、人事評価制度の導入が言われていて、 800 万

円でしたかあの予算を付けて外部委託をして、この制度構築のために取り組んでき

た。そしていつの議会だったか忘れましたけども、この議場において、この 19 年度か

らですね、いよいよその成果を見せようということだったはずなんですけども、その人

事評価制度のですね、そのこれまでの経緯と、これからの推進についてご答弁を求

めます。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 近藤洋総務部長。 

 ○総務部長（近藤 洋君） お答えをさせていただきます。 

 行財政改革の実施計画でございますけれど、全体で 70 項目上がっておる中に、人

事評価制度ということで項目が入ってございます。その内容でございますけれど、平

成 18 年度下期におきましては職員への研修を実施いたしまして、この平成 19 年度



につきましては庁舎内部、一般職でございますけれど、半期半期をスパンにいたしま

して、人事評価を今現在実施しておるところでございます。 

  それから外部の保育所、それから幼稚園の先生方につきましては、それも同じく検

証を行いまして、今年度中期から評価を試行していくという計画でございます。 

 それで実施計画の中で、平成 20 年度に実施していくという形で決めさせていただ

いておりますので、今年度試行という形でより実施に近い形で方向づけをしていきた

いと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 山本陽一郎議員。 

 ○10 番（山本陽一郎君） この制度について今一つこうわからないところがあるんだけ

れども、人事評価しなきゃいけない。優秀な人材をですね、登用していくためには必

要であろうと思いますけれども、それを外部の見ず知らずの人がですね、そういうとこ

ろにそういう委託をしてという、それは内部と共同してということなんだろうと思うんだ

けれどもね。それはそれとして、じゃあですね、その人事についてですね、ここで今ま

で助役だった安藤助役がですね、副町長といういかめしい名刹を付けてですね、お

座りいただいております。 

 それで、まだ正式なご案内もいただいてませんし、就任のパーティーの案内もいた

だいておりませんけれども、町長のほうからですね、これまでの助役と違った役割の

ですね、委任があったのか、副町長ですからね、何と言っても。そりゃあ随分責任も

増えたのかなと普通では考えるんだけれども、その辺のところですね、どのようにこ

れまでの助役からですね、副町長に変わることによって仕事の内容等がですね、変

化したのかどうか、お尋ねをしたいと思います。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 安藤修平副町長。 

 ○副町長（安藤修平君） お答えを申し上げます。 

 確かに法の改正によりまして副町長制度ができました。法律では長が副町長に委

任できる事項があるということで、そういう法律の改正が行われておりますけども、現

在のところ特別に事項をこう指定して委任は受けておりません。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 山本陽一郎議員。 



 ○10 番（山本陽一郎君） これまでと同じということですね。悪い言葉で言うと旧態依然

ということであろうと思いますけれども、せっかくですね、名前が変わった。肩書が変

わったわけですから、その肩書にふさわしい活躍をされるように求めておきます。 

 それと収入役、お気の毒なんだけど、ちょっと聞かなくちゃいけないんだけれども、

収入役制度が廃止されるんだよね。それで任期中はということで、お座りいただいて

いるんだけれども、あなのたような優秀な人材がですね、今のままではいいとは思っ

てないんだけれども、逆にこれあなたの権限でできるかどうかわからないんだけれど

も、ひとつお考えいただきたいんだけれども、これだけ行財政改革が叫ばれておりま

すよね。収入役が要らないというのなら、私が町の行財政改革特別審議官にでもで

すね、自薦をして、この町をですね、第二の夕張にならないように、しっかりとした改

革のプロセスを構築する。そういう気構えがあるのかどうか。 

 また町長ですね、そういった意味でこの収入役をですね、どのように活用していくの

か、その辺のところも大きな課題だと思うのだけれども、その辺のところをお聞かせ

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。 

 今年の４月１日からということでございます。収入役はなくなるわけですね。今のと

こ、どのような形ということは考えておりません。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 中村次男収入役。 

 ○収入役（中村次男君） ただいまの質問でございますけども、そういった人事とか権限

につきましては、町長があれしていますので、答弁は控えさせていただきます。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 山本陽一郎議員。 

 ○10 番（山本陽一郎君） もっと骨太い男だと思っていましたけど、意外と優しい。 

 はい、じゃあ次にいきますけれども、この問題はですね、できれば触れたくないなと

思っておったんですけれども、これまでの同僚議員のですね、質疑においてもですね、

どうしても見えてこない。それであえてお聞かせをしなきゃいけない、このように思い

ます。 



 桑名市の人口 14 万 984 人かな。そして一般会計予算 475 億 8,676 万１千円とい

う、そして松阪市のほうは人口 16 万 7,508 人、一般会計予算 539 億 8,615 万７千

円ということです。ずいぶん大きな町であります。そうしたところですね、先日中日新

聞に目を通しておったらですね、こういうのが出てきました。桑名市長所得 1,601 万

円、松阪市長は 1,525 万円という数字が上がっております。これが多いか少ないか

どうかはですね、私がここで論じる立場にありますせんので言いませんけれども、そ

れに対してですね、我が東員町の特別職町長ですね、日夜住民のために一生懸命

ご活動いただいております。その報酬総額が 1,938 万円という、これはいただいた資

料ですから間違いないと思うんですけれども、こういう数字が出ております。これあく

まで新聞ですからね、間違っておったら指摘してくださいよ。 

 そういうことでありますけれども、町長、残念ながら我が町は２万６千人ですね。そ

して片や 14 万人、15 万人という桑名、松阪の市長を超してですね、それでもなお激

務であるとは思われない。そんな中で先程町長が答弁されましたよね、これからはよ

り厳しくなる。血を流すような改革をしなきゃいけないという話がありました。であるな

らですね、であるなら、まず自ら血を流して改革の先頭に立つべきであると、このよう

に指摘をしなければならないと思います。 

 桑名市長、松阪市長ですね、ともに佐藤町長と同じ、それ以上に仕事が多いと思う

んだけれども、そういうことで頑張っておられる。そうであるなら是非ですね、この報

酬についても一考されるべきではないのか、自ら血を流す覚悟を、方策をするべきだ

と思いますけれども、ご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） お答えをさせていただきます。 

 先程の所得の関係がですね、新聞報道されたということだそうでございますけど、

取り消しをいただきたいと思います。 

 首長の所得はですね、年一回は公表させていただいております。今の 1,900 万円

というのはどこから出たのかわかりませんけども、まずそれを取り消しをしていただき

たいと思います。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 山本陽一郎議員。 

 ○10 番（山本陽一郎君） これは確かに総務のほうからいただいた資料だと思うんだよ

ね。もろもろのものが入って人件費計ということでそうなっております。 



 じゃ総務部長、ご答弁をしてください。この資料は間違いですか、いただいた。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 近藤洋総務部長。 

 ○総務部長（近藤 洋君） お答えをさせていただきます。 

 ただいまの桑名市さん、それから松阪市さんの市長さんの給与関係でございます

けれど、先程 1,600 万円、 1,500 万円ということでございました。ただ、東員町の町

長でございますけれど、給料月額といたしまして 81 万円、それを年間トータルいたし

ますと 972 万円でございます。 

それから期末手当ということで、年間で 410 万円ほど出ております。これ全部あわせ

ますと約 1,380 万円という、その金額になろうかと思います。その他共済費関係、そ

れはちょっと別でございますので、多分桑名市さん、それから松阪市さん、その２市

におきましてもそれは別であろうということで考えております。 

 以上でございます。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 山本陽一郎議員。 

 ○10 番（山本陽一郎君） 私はいただいた資料の中で申し上げておる。共済費を含めて

 1,938 万円ということですね。だから報酬には変わらないわけです。そうでしょう。そ

れを除いてというのはおかしな話であります。これも全部自分が負担したわけじゃな

いでしょう、ね。もっと正直に答えてください。だから私の質問事項は取り消すつもり

はありませんが、これはこの辺のところとして、町長よくお考えいただきたい。この町

は大変な少子高齢化している。そんな中で同僚議員から指摘もあった、国保料です

ね、納めるにも大変な思いをしている。そういう多くの住民もいるということを忘れない

でいただきたいと思います。是非、改革を言うなら、自ら血を流す、そういう当然のこ

とに手をつけていただきたいと思います。 

 それではですね、次に先程申し上げました市街化区域の開発計画と、その問題点

についてということです。これは企業立地対策特命監の範囲に入るのかな、それとも

土木部長かわかりませんが、どちらでも結構です。現状の市街化区域はですね、そ

の名は被っておりますけども、名ばかりで一向に開発が進んでおりませんね。六把

野地区、鳥取ですか、多くその市街化区域に指定されておるところは。その進行しな

い理由があるはずですね。聞くところによると国、県道への接続道路の幅員が足りな

いとか、またその他いろいろあるんでしょうけれども、その辺の理由をですね、教えて

いただきたい。 



 と言うことは、いくら企業立地特命監を配して頑張ってもですね、そういう障害があ

ると、なかなか進めやしない。そこを一つひとつですね、ひもといていくと 100 年経っ

たって、この市街化区域が現実のものとして開発できないということにもなりかねま

せんので、その辺のところを聞きたいと思います、どちらでも結構です、担当のほう

か、町長か。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） ご質問の市街化区域の開発計画と、その問題点ということでお

答えをさせていただきます。 

 まず、開発計画を進めるにあたりまして、建築などの目的で一定の要件に該当す

る開発行為は事前に都市計画法で規定する開発許可が必要でございます。その許

可条件として道路、排水施設、造成工事などの技術基準があり、計画にはこれらの

基準に合致した開発計画書を作成し、三重県の許可を受ける手続きを踏んでいただ

いております。特に市街化区域は、市街化調整区域と異なりまして、市街化を促進

する区域でありますので、都市計画法に沿った開発行為であれば、スムーズに計画

が進んでいるものと思っております。 

 そこで市街化区域の状況でございますけど、工業系、住居系の用途地域ではほと

んど当該用地で充足されつつあります。さらに市街化区域を用途に沿って充足させ

るには、昨年度から実施しております。定住促進奨励金制度の推進を図ることや、

企業誘致に向けた施策の検討が必要と考えております。また現状の市街化区域で

は、大規模な開発計画は難しくなってきておりますので、現在進めております都市計

画区域の見直し作業の中で検討を行ってまいりたいと考えておりますので、どうぞよ

ろしくお願いを申し上げます。 

 以上です。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 山本陽一郎議員。 

 ○10 番（山本陽一郎君） 型どおりの答弁をいただきましたけれども、具体的にですね、

先程申し上げたご両名、例えば企業立地するについてもですね、住宅を誘致するに

してもですね、大規模は今もう無理だよねというお話がありましたけれども、中小ので

すね、開発にあたってこういった問題をクリアしなければ、県として非常にその許可申

請がですね、受理されづらいというか、そういったことがあるのかどうかですね、その

問題点をお述べいただきたいと思います。 



 なぜこういうことを言うかというとですね、こういうことは長期計画でいかないと無理

なんだろうと思います。今日や明日すぐやれというわけにはいかないと思いますね。

長期計画の基で着々とその必要な整備をしながらですね、東員町の長期な計画に

載せていかないとという思いがありますので、その辺を教えていただきたい。 

 そして議会として必要であればですね、協力をしなければいけない。そんな思いで

おりますのでね、是非そういう問題点があれば答弁をしていただきたいと思います。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 太田進企業立地対策特命監。 

 ○企業立地対策特命監（太田 進君） お答えいたします。 

 開発関係で私ども今支援しております工業系ですけども、例えば団地ですと、幅員

が９ｍ以上ないと難しい部分もありますし、開発を行うと、大規模の開発を行おうとす

ると団地であれば、幅員が９ｍ以上接続していないと駄目という問題がありますので、

現在、工業市街化区域の中で、私どもが企業誘致を図ろうといたしておりますのは、

先程も議員さんに答弁させていただきましたように、大日コンクリートの南側を約８千

㎡を開発をしていただくのと、あとはですね、企業の跡地利用ということで、約１万９

千坪、約６万２千㎡あるんですけれども、そのあたりを新たな企業さんに来ていただ

くよう努力しているところでございます。 

 以上でございます。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 太田利孝建設部長。 

 ○建設部長（太田利孝君） 現在の市街化区域の開発、関連、少しちょっと違うんです

けれども、今の市街化区域住居地域は、私としては今の鳥取、六把野新田、それか

ら大木の二軒屋、ミニ住宅地というのですか、分譲も増えてきております。それからま

た、集合住宅も近年増加で進んできております。 

 その中で、開発が進まない理由というのですか、一部県道際については開発という

んか、進んできておるわけでございますが、一部集落の中の区域というのですか、そ

ういうような地域についてはやっぱし今までの家が混住しておるというようなこともあ

りますし、それから所有者の方の土地というのですか、大事な土地でございますので、

そこら辺のとこもあるんかなと思っております。以上です。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 山本陽一郎議員。 



 ○10 番（山本陽一郎君） 町長ね、今、先程ですね、駅北を開発しようという、そういう計

画でというお話がありましたね。そういう計画も大事だけれども、現在あるその市街化

区域をね、もっと活用していかないと、その市街化区域が疎かになっているのに、新

しいもの食いで申請してきても駄目だよという話につながらないかなという心配をして

いるんだけれどもね。 

 だから、あわせてそういう問題点があれば一つひとつクリアしながらね、やはり今

東員町は合併しない、できない、そういう町であるとするなら、いつも言っているよう

に３万人、まず３万人の基礎を築いて、そして自主自立できるかどうかわからんけれ

ども、できるようにね、全力をあげていかなければいけない、そう思っておりますので、

是非この問題については東員の駅の北も大事だけれども、せっかく今指定されてい

る市街化区域についても、もっとよく研究勉強してね開発ができるように、これは地

権者とかいろいろな問題もあるけれども、そういったことを含めて勉強していただきた

いというふうに思います。もう一度その辺のところの決意をお述べいただきたいと思

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。 

 東員町の都市計画区域、桑名都市計画区域なんですけど、もう 30 数年前にです

ね、都市計画区域に入り、いろいろの市街化区域の中でも住居とか工業とか、いろ

いろの色塗りをさせてもらいました。現在、東員町がつくられておるのはですね、現

況の上へ色を塗ったんです。現況のままで色を塗った。もうその辺がですね、基本的

には進まない要素なんです。本来は都市計画法というのは今現在はですね、今、駅

の北側で区画整理事業をやろうという計画で進んでおります。 

 それはですね現況の上にもう色は塗らないんです。区画整理という事業でちゃんと

区画をしてですね、道路もつくって宅地をつくってからの、きちっとできたらそのあと色

を塗るんです。もともとの手法が東員町の都市計画区域というのは、現況の上へ色

を塗ったから、道路が４ｍない細い道路の先にも、まだ市街化区域がある、開発がで

きないんですわ。家が建て込んでおってですね、道を広げようと思うてもですね、広

がらない。だから道路ぎわだけは開発できますけど、中へ入って行くと開発要件が整

わないんです、だから進まないんです。 

 それと所有権は厳然としております。地主が嫌と言えばできません。売らないと言

えばできません。だからその辺はですね、これからやるのは必ず計画を出して、こう

やって住居なら区画をつくって道路はこうやってつくって、きちっとして出すんです。そ

してそのとおりできたあと色を塗ってもらうんです。だから当然もう道路もできてます



し、下水もきちんと全部つくったうえでの色塗りですので、今まで進まないというのは

そういうことがあるということをですね、ご理解をいただきたいと思います、なかなか

難しいです、都市計画法は。 

 そんなことでですね、新しいまちづくりのために、東員町の中央の、真ん中の都市

計画区域のきちっとしたものをつくりたいということで今、動いておるということでござ

いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 山本陽一郎議員。 

 ○10 番（山本陽一郎君） 時間も迫ってきております。 

 それではもう一つだけ、これ指摘をしておきます。特に笹尾の団地においてはです

ね、私もそういう年代になりましたけれども、大変高齢者が増えてきておる。そういう

ことでですね、空き家が非常に多くなってますね。その辺のところは行政十分把握さ

れていると思うんだけれども、これの空き家、空き地対策ですね、これをやればです

ね、即人口増につながりますよね。今日の提言にもあったようにいろんな施策を講じ

てね、若い人たちにそういう空き家をですね、提供できる方法を取って、そして町の

活性化につなげていくということをやらないとですね、あのまんま朽ち果てていくんで

は、何の策もない、これはね即効性があると思う。これを解消していけばね。だから

その辺のところを思い切って、町で買い上げるなり何なりしてね、それは法律上難し

いことがあるのはともかくとして、それぐらいの思い切ったことを考えて、空き家を解

消すればね、３万人とまでいかなくともね、それに近い数字がね、近づくのかなという

ふうに思ってますので、是非そのことも含めて提言しておきますので、ご検討をいた

だきますようにお願いをいたします。 

 これで私の一般質問を終わります。 


