
○議長（山口 一成君）   ただいまの出席議員は１５名であります。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 

 １０番、南部武司君。 

 

○１０番（南部 武司君）   一般質問、６番目ということで、既に重複する質問

がございますけども、通告したとおり、３問の質問をさせていただきますので、答

弁のほど、よろしくお願いいたします。 

 まず１番目の質問でございます。 

 

予算への影響ということで、民主党の新政権は１１月１１日から行政刷新会議、

ワーキンググループで、２０１０年度予算の概要要求からむだを洗い流すという事

業仕分けの作業を行っておりました。また、この様子はインターネットを通じてライ

ブ中継もされておりました。私は、今までの国会中継よりも断然おもしろいと感じ

ました。 

 まず、この事業仕分けを、町長はどのように感じたかを伺いたいと思います。事

業に対し、凍結、削減、廃止などの判定があり、これは最終決定ではございませ

んが、東員町へ影響するとなればどの部分で、どのようになると考えられるかを

伺いたいと思います。 

 

 また、デフレ傾向であると発表され、来年度の景気もまだまだ先が見えません。

国の税収が大きく減額すると言われていますが、東員町の町民税、法人町民税

も減収すると予想してよいでしょうか。 

 先ほどの大崎議員の答弁では、来年度もさらに厳しい状況になるという答弁も

ございました。その対策に対しては何があるのでしょうか、伺いたいと思います。 

 １１月１５日に農業商工祭が開催され、今年は例年の寒さもなく、多くの人々で

にぎわっていました。その１週間前に大台町でどんとこい祭りが開催され、やはり

大にぎわいでした。 

 

私は、会場で大きな違いがあることに気づきました。バザー用のテントがすべ

て大台町所有のもので、職員が前日に組み立てて、終了後は、利用していた

方々で解体したということでした。来年度のふれあいフェスティバルや農業商工

祭でも、東員町は業者へ委託するのでしょうか。内容ではなく、経費の面で伺い

たいと思います。 

国が減額を打ち出すならば、東員町としても国に頼った行政はできないと思い



ますが、町長は来年度の予算策定には何に重点を置いているのか、今の考えを

聞きたいと思います。 

 以上、答弁のほどお願いいたします。 

 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

 

○町長（佐藤 均君）   南部議員の予算への影響についてのご質問に、お答

えをいたします。 

 ８月の衆議院総選挙で民主党が政権を担うこととなり、内閣府に設置されまし

た行政刷新会議による「事業仕分け」が、１１月１１日から２７日の９日間にわたり

行われました。 

国民の非常に高い関心の中、各省担当者に厳しい追及が行われ、この事業仕

分けに対する評価には、さまざまな意見がありますが、国の予算要求作業を、こ

れほどに国民に公開して行われたのは初めてでございまして、このように情報を

公開して行うことにより、国の予算・事業が、国民に近づいたのは確かであると感

じておりますし、このように国の事業を国民が身近に感じることが大切であり、真

に必要な事業を展開するためには、大きな意義があるのではないかとも感じてお

ります。 

 

町への影響につきましては、今後、国の予算査定が本格化されますので、はっ

きりとは申せませんが、地方交付税の見直しや選挙費用の削減などは、新年度

予算に関係するものと考えております。 

また、町民税・法人町民税につきましては、大崎議員からも同趣旨のご質問を

いただきましたが、町税全体を昨年同期の収入済額と比較いたしますと、１億４，

２００万円（６．７％減）で推移しており、最も減収が目立ちますのが法人町民税で、

約８，９００万円（５７．９％減）でございます。 

自動車業界を中心に昨年並みに景気が持ち直しているとの情報もございます

が、急激な円高などの影響もあり、景気悪化前の状態に戻ったとは言いにくく、

個人所得も給与やボーナスのカットなど、個人町民税、法人町民税とも、昨年よ

りマイナスに見込まざるを得ません。 

その対策といたしまして、歳出では、町の行財政改革推進計画実施計画により、

投資的経費等の削減を図るとともに、事業の選択と集中を強化していくべきであ

ると考えております。 

 

次に、来年度のふれあいフェスティバルや農業商工祭に関してのご質問でござ

いますが、ご承知のとおり、本年のふれあいフェスティバルにつきましては、新型



インフルエンザの関係で、やむなく中止をさせていただいたところでございます。

また、農業商工祭は、１１月１５日に盛況のうちに終えることができました。改めて

関係各位に感謝申し上げる次第でございます。 

なお、ふれあいフェスティバルにつきましては、これまでのご意見等を参考に、

いま一度考え直すことも必要であると認識をいたしており、運営協議会等のご意

見を伺いながら、中止もしくは見直しを検討させていただきたいと考えておりま

す。 

 

また、農業商工祭につきましては、基本的には継続させていただきたいと考え

ておりますが、内容については十分議論も必要であると承知しており、農業と商

業のそれぞれの振興のため、関係機関とともに改善の方法を検討してまいりた

いと思います。 

自前での会場設営は、金銭面では確かに委託より有利ではございますが、人

員の確保、設営の用具の整備等、諸々の負担がふえるのは明らかですので、最

少限度の中で業者委託とさせていただきたいと考えております。 

先ほども申し上げましたとおり、各種イベントにつきましては経費節減等、十分

検討して開催してまいりますので、よろしくお願いをいたします。 

また来年度の予算におきましては、オレンジバスの本格運行開始、子育て支援

といたしまして、「出生祝い金・小中学校入学祝い金」の創設、若者定住促進事

業などの施策に重点を置いて編成に当たっておりますので、よろしくご理解のほ

どお願いを申し上げます。 

 

○議長（山口 一成君）   南部武司君。 

 

○１０番（南部 武司君）   答弁ありがとうございました。 

 マスコミの間では１００日ルールとかいうのがあるそうで、新政権誕生後、３カ月

間は悪いことは一切書かないということらしいです。この４４７事業もの事業仕分

け、そういうことを抜きにしても賛成意見が多かったかのように思います。 

 しかし東員町では平成１８年度から、このようなよく似た行財政改革推進計画と

いうのが行われておりましたが、多くの町民の方々は、そういうことをやっている

ということはほとんど知っていません。それはなぜだと思われるでしょうか、ちょっ

と伺いたいと思います。 

 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 



 ＰＲが足らなかったなと思います。 

 以上です。 

 

○議長（山口 一成君）   南部武司君。 

 

○１０番（南部 武司君）   的確な回答をありがとうございます。 

 先ほど言いましたが、インターネットでライブ中継されておりました事業仕分け、

これを見られたかどうか。それと、その内容というのはメディアプレイヤーというソ

フトを使って、インターネットの画面の中の小さい画面で、音声ははっきり聞こえ

ますが、画像はテレビのニュースのようにはきれいに映っておりませんでしたけど、

やはりおもしろいなというふうに思いました。そのような画面で構いませんが、東

員町の議会中継や録画放送はできないものかどうか、そのような試算というのは、

したことがあるのかどうかということを伺いたいと思います。 

 

 また、先日、土曜日に青少年の主張が行われました。ここに来てみえますラッ

キータウンはもちろんですが、四日市のＣＴＹも来ておりました。ＣＴＹが、なぜ東

員町のここに来ているのかなと思いましたら、きょう、四日市員弁地区でニュース

の時間で放映して、明日以降はインターネットのホームページで、メディアプレイ

ヤーの画面で見れるようにするというようなことを言っておりましたけど、そのよう

なことをやるという情報、それは入っていたかどうか。これは町長ではなく、担当

課でも結構ですが、伺いたいと思います。 

 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 そのような情報は、私は聞いておりません。 

 

○議長（山口 一成君）   藤井浩二総務部長。 

 

○総務部長（藤井 浩二君）   お答えを申し上げます。 

 インターネットによるライブ中継等につきましての検討試算は、現在のところ行

っておりません。 

 以上でございます。 

 

○議長（山口 一成君）   南部武司君。 

 



○１０番（南部 武司君）   ふれあいフェスティバルが、先ほど町長の返答で中

止、もしくは見直しをも含め、検討するという返事をいただきました。本年度中止

になったということで残念だったという声よりも、中止になってよかったという声が、

本当に多かったように私は聞いております。なぜだと思われるでしょうか。 

また、農業商工祭の反省会も先日終わったそうですが、よかった点、反省すべ

き点の主なものは何だったか、内容を伺いたいと思います。 

これも担当課で結構でございます。 

 

○議長（山口 一成君）   山下誠司建設部長事務代理、建設産業課長。 

 

○建設産業課長（山下 誠司君）   まずフェスティバルに関しましては、中止に

なってよかったというような声だということですけども、なぜそうなのかというのは、

正直なところ、いろんな条件があると思うんですけども、基本的には、どちらかと

言うと、強制的に自治会単位で出ていただくというような感じがありますので、そ

のあたりが難儀であったのかなと、そんな感じを、あくまで私の個人的な見解で

すけども、そういうところで出た言葉かなというふうには感じます。 

 農業商工祭につきましては、基本的には特にだめだというものは、反省会の中

でもなかったです。ただ、会場のレイアウトの問題であるとか、中の運営のやり方

とか、そういうところの細かなものは、反省点といいますか、ありましたけども、や

ること自体についての異論はなかったように思います。 

 ただ、やはり時期的なものもあるし、特にＪＡサイドで農産物の準備とか、そのあ

たりに若干これからも品ぞろえを豊富にできるかどうか、ちょっと不安な面もあり

ましたけども、基本的なところでは、特にだめだというようなことはございませんで

した。 

 以上です。 

 

○議長（山口 一成君）   南部武司君。 

 

○１０番（南部 武司君）   どうもありがとうございました。 

 農業商工祭につきましては、先日、商工会の役員会も行われまして、また来年

度も私たちはやろうという方向で、一生懸命内容を検討するということを話し合っ

たところでございます。細かいことにつきましては、反省点も多く出ておりましたけ

ど、役場の実行委員会の方では余りなかったということで、安心しております。 

 続きまして、２問目にいきます。 

 

自治会の加入についてということで、質問させていただきます。 



 １０月２９日と３０日の２日間、私は同僚議員とともに、新潟市で開催されました

地方自治経営学会研究大会というものに出席してまいりました。新潟市は１５市

町村の合併で人口８１万人となり、日本海側では唯一の政令指定都市となった大

都会です。新潟市長の講演で印象に残った一部を挙げさせていただきます。 

 まず、市長みずからがたて割り行政組織や職員意識の改革を訴え、横割り、地

域割りを強化したという点でございます。 

 

次に、自治会加入率が政令指定都市ではトップの９６％という数字です。私は２

００４年９月の一般質問で、自治会の定義や加入率について質問いたしました。

答弁では、任意団体ということから、加入・未加入についての強制力はないもの

と考えられますし、行政側からその方向づけは関与は難しいところであり、個人

の自治会未加入者数を把握しておりませんとありました。この加入率は、いまだ

に把握していないのでしょうか。また、調査はしたことがあるのでしょうか。自治会

では加入者と未加入者にどのような違いがあると認識してみえるのかも伺いたい

と思います。 

 宮崎市は平成２１年４月から、住民税に１人５００円を上乗せするという、地域コ

ミュニティ税を導入しました。自治会への加入率低下がきっかけだったと伺いまし

た。自治会に加入して会費を納めている人と、未加入で会費を納めていない人の

不公平が問題にされたということです。宮崎市は７割を切る加入率だそうです。防

犯灯の取りかえから、この税金導入が議論されたそうですが、東員町でも防犯灯

の取り扱いについて議論されました。きょう、三宅議員が質問しましたが、なぜも

とどおりになってしまったのか、詳しい説明がなかったように思います。重複する

かもわかりませんが、その理由を伺います。 

 

 自治会に交付されているふるさと事業補助金、コミュニティ補助金ですが、満額

の１００万円の補助を受ける自治会があれば、２０～３０万円の補助という自治会

もあります。この補助金の使途は、すべて適切で妥当な金額と考えているのでし

ょうか。また、補助金は自治会未加入者には恩恵はないと理解してよいのでしょ

うか。 

 以上、ご答弁をお願いいたします。 

 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

 

○町長（佐藤 均君）   自治会の加入についてのご質問に、お答えをさせてい

ただきます。 

自治会のあり方につきましては、地方分権社会の到来とともに、全国的に注目



されておりまして、本町自治会長会でも、自治会未加入問題について、加入しな

い世帯や退会世帯が増加の傾向にあると、自治会活動の衰退が危惧されており

ます。 

未加入の要因といたしましては、近所づき合いの煩わしさ、プライバシー主張

の拡大、面倒なことにはなるべく関わりたくない、などと言われております。 

このような状況を踏まえ、自治会加入促進を図るべく、転入窓口や町ホームペ

ージ、プラムチャンネルで勧誘を行ってまいりましたところでございます。 

現在、本町全体での自治会加入率は８５％程度でございます。笹尾城山地区

は９０～９５％と高い数値を示していますものの、自治会役員業務の負担などか

ら、退会希望が見受けられる傾向でございます。また、アパート建設が進んでお

ります六把野新田、鳥取地区では５５～６０％の加入率でございます。 

 

自治会加入・未加入の相違点でございますが、日常の生活には、さほど不自

由を感じないと思われますが、高齢社会の進展、安心安全の観点から「遠くの親

戚よりお隣さんご近所さん」が頼りになるものでございます。常日ごろから身近な

住民組織にみずからが参加し、活動することが、地域自治力の向上につながる

ものと考えております。 

次に、防犯灯の取り扱いがなぜもとどおりになったのか、とのご質問でございま

すが、防犯灯の電気代などの自治会負担につきましては、平成１８年度の当初

に策定されました「行財政改革推進計画」において、自治会内の防犯灯の電気

代の２分の１と蛍光灯の取りかえ費用の全額を各自治会にご負担いただけない

か、協議を重ねてまいりました。 

しかし自治会内には、自治会に加入している世帯と未加入の世帯があり、自治

会負担とすることには不公平が生ずるなど、種々のご意見をいただき、その後も

継続して協議を重ねてまいりました。その結果、本年１０月から、自治会要望で新

たに設置する防犯灯につきましては、その防犯灯の電気代全額と工事費の一部

負担金として、一灯当たり５，０００円をご負担いただくことになりました。 

なお、以前から設置しております防犯灯の電気代は町負担とし、蛍光灯の取り

かえ等修繕料は今後もすべて町が負担することで、自治会との合意に至ったとこ

ろでございます。 

 

また、ふるさと事業補助金につきましては、自治会が事業などを実施される中

で非常に重要な財源となっており、「ふるさとづくり事業補助金交付要綱」に基づ

きまして、適切に支出しているところでございます。 

使途につきましては、各自治会のお祭りや親睦会、また、公園や集会所等の

修繕や備品購入が主なものとなっており、すべての事業ではございませんが、自



治会に加入していない方についても、恩恵を受けていただいていると認識をいた

しております。 

この補助金のあり方については、今後も自治会のあり方を検討していく中でも、

十分に議論していく必要があると考えていますので、ご理解賜りたくよろしくお願

いを申し上げます。 

以上です。 

 

○議長（山口 一成君）   南部武司君。 

 

○１０番（南部 武司君）   答弁ありがとうございました。 

 以前、私は防犯灯について質問したことがあります。私は、防犯灯をやめた理

由の中に、コミュニティ補助金を減額したか何か、そのような思いがあってやめた

のではないかなという勝手な思いがあったのですが、それはどうも違っていたよう

で、少し残念です。 

補助金は、規則では飲食代以外はよいとなっていたと思います。祭りとか研修

旅行や慰安会といっても、飲み物はないと聞いておりますが、そのようなものに

支払われているのが現状ですが、見直す必要があると私は思います。それはど

うでしょうか。 

 

 それと、よく会合というか、勉強会に行きますと、長野県の下條村、飯田市の隣

なんですが、そこの話が出ます。そこの村長は物すごくやり手で、人口も増加し、

出生率も高い。以前、私も質問で、その旨は紹介させていただいた覚えがありま

すが、この事業仕分けのニュースでも、住民総出で道路整備を行い、予算の１０

分の１の費用で道路を行っているという報道もありました。自治会に加入している

方が総出で、そのような奉仕作業をするということに補助金を支出されるというこ

とは非常に結構なことだと思いますが、そのようなことも含めどのように考えられ

るか、伺いたいと思います。 

 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

 

○町長（佐藤 均君）   補助金関係の見直し、特にふるさとづくり事業補助金と

いうんですか、その件なんですけど、交付要綱をつくらせていただいて、その要綱

に沿って支出は適切にさせていただいておるのが現状でございます。 

そんな中でございますけど、大変な時代に来ておりますので、もう少しきちっと

した位置づけと申しますか、そんなこともさせていただきながらということで、議論

を重ねさせていただいております。研修補助というんですか、町外へ出ていく研



修補助のバス代等も現実は出しております。 

そこらが非常に難しいのですけど、住民の皆さんのどこまでが個人であって、

行政の税を使っての補助金はどこまでだというのが、非常に難しいとこがあるん

ですけども、東員町は少しいき過ぎた部分もあるかなというのが私の認識でござ

います。 

そんなことで、いろいろ議論は重ねておるんですけど、なかなか難しいところ

がございますけど、やはり住民の皆さん、自治会長を中心に、これからもきちっと

した見直しはしていきたいと思っておりますので、どうぞご理解をいただきたいと

思います。 

 

○議長（山口 一成君）   南部武司君。 

 

○１０番（南部 武司君）   答弁ありがとうございました。 

 自治会の加入率が、私の住んでいる鳥取と隣の六把野が５５～６０％ということ

で、そんなに少ないのかと、今初めて知った次第でございます。アパートが確か

に多いですし、アパートの住民の方は、いつかわっていくかわからないから、入れ

ない方がいいんじゃないかということも自治会で議論されましたので、少なくても

仕方ないかなという気も若干はしますが、ちょっと張り合いのない数字だと思いま

す。 

 そこで以前の質問の時に、住民基本台帳の記録と住民の実態との食い違いを

防ぐために、今後も必要に応じて実態調査を実施していきますという答弁があり

ました。これは何を質問したかと言いますと、住所を移さない住民は何人ぐらいい

るか、また住民票はそのままにしてあるが、実際は居住していない住民はどれぐ

らいいるか、また、その住民という方は東員町民として理解していいのかどうか、

その点を伺いたいと思います。 

 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 住民基本台帳の登録をされている方と、現実は住民票を持たないで体だけ東

員町へという方があるということは、自治会長あたりから聞いております。特に独

身寮、ここへ入ってみえる方は、両親のところに住民票は置いて、体だけはこちら

へ来ているというようなことが現実にあるということも聞いております。そんなこと

で、その辺は住民基本台帳を扱っておる担当の部長から答弁をさせます。 

 

○議長（山口 一成君）   小川増久生活環境課長。 



 

○生活環境部長（小川 増久君）   実態調査の件について、お答え申し上げま

す。 

 私どもも実態調査につきましては、例えば税関係、あるいは国保関係等で、郵

送が届かないとかいうのが実際ございまして、返ってきております。そういうので

私ども発見というか、横との連絡でいただいた場合について、私どもから個人の

お宅へ、郵送等で調査をかけまして、みえない場合につきましては、法律に基づ

いて職権での削除というんですか、現況に合わせた削除という処理を行っており

ます。 

 以上でございます。 

 

○議長（山口 一成君）   南部武司君。 

 

○１０番（南部 武司君）   はい、ありがとうございました。 

 できたら数字がわかればお伺いしたかったんですが、わからないような感じで

すので、次の質問にいきます。 

 ３番目の質問です。エコ対策についてということです。 

 鳩山総理は、温室効果ガスを２０２０年までに、１９９０年比で２５％の削減する

旨を表明いたしました。この２５％削減に賛成している人の割合がとても多く、ＪＮ

Ｎの７９％を最高として、軒並み７０％以上になっています。ただし、インターネット

の掲示板やブログなどでは、支持しないというのが、また５３％を超えているのも

事実です。国民への負担や経済への悪影響を強調し、２５％削減に対して批判

する言論が少なくありません。 

 政府は、省エネ家電や太陽光発電設備の導入などの国民負担額を改めて試

算することとしている旨の報道もあります。 

 

現在、太陽光発電の国の制度では、出力１キロワット当たり７万円を補助する

ようになっています。太陽光発電協会などが、１１月１６日に発表した今年７月か

ら９月期の太陽電池パネルの出荷統計によりますと、国内２４社の総販売量、出

荷ペースは前年同期３０．６％増の３９万７，５４５キロワットと、四半期としては過

去最高を記録したという報道がありました。国内販売も前年同期の２．６倍となる

１３万６，６８４キロワットで、過去最高だったとのことです。このうち住宅用は２．７

倍の１２万８，８６１キロワットと、４月から６月期の１．８倍から伸び率が拡大した

とありました。 

 国や地方自治体などの補助金に加え、１１月から、太陽光発電の余剰分を電力

会社が高値で買い取る新制度が始まり、特に住宅向けの需用がふえたからだと



思います。 

 

国の補助以外にも補助金制度を設けている市町村があります。三重県では津

や四日市、川越町など、補助金を設けています。東員町も平成２０年度には行っ

ていましたが、今は補助金制度はありません。 

 また、省エネ住宅とは太陽光発電だけを言うのではなく、屋根、壁面の緑化、雨

水・排水の利用、地熱利用などもあり、エコキュートやエネファーム、ＬＥＤ照明に

補助金を出している市町村もあります。 

 これらを含め、補助金制度を再度設けるという考えはあるのでしょうか、伺いた

いと思います。また、東員町としてはどのようなエコ対策を行っているのかも伺い

たいと思います。 

 以上、答弁をお願いいたします。 

 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

 

○町長（佐藤 均君）   エコ対策についてのご質問に、お答えを申し上げます。 

今、地球規模で深刻な問題となっております「地球温暖化の問題」につきまして

は、環境の変化による動植物の生態系の破壊や、我々人類の生命の危機にも

かかわりますことから、世界中が直面している共通問題の一つとも言われており

ます。 

ご質問にもありましたように、鳩山首相は国連演説におきまして、温室効果ガ

スの削減目標を、２０２０年までに１９９０年比で２５％を削減する表明をされたと

ころでありますが、発展途上国や温室効果ガスを多く排出している国々など、そ

れぞれ国の事情とか利害関係もあり、数値目標の合意には至っていないのが現

状であります。 

しかし、主要先進国の１つであります日本みずからが打ち出した目標でありま

すことから、現在、民主党が検討しております我が国の温暖化対策の制度設計と

ともに、地球温暖化対策税（環境税）に対して、私も強い関心を持っております。 

 

ある新聞によりますと、この目標を実現するためには、太陽光発電の導入を現

在の５５倍に、エコカーを新車販売の９割に、住宅はすべて断熱住宅にするなど

の抜本的な対策が必要で、一般家庭で年間７０万円程度の負担増になる、との

試算も出ているようであります。 

また、産業界でも困惑を見せている反面、省エネの技術開発が飛躍的に進み、

排出削減のための投資により、新しい産業や雇用が生まれ、現在、景気が低迷

している日本経済の浮揚につなげていきたいとの期待もあるようでございます。 



ご指摘のように、東員町も昨年度までは家庭用新エネルギー普及支援事業補

助金、この事業は国の全額補助の制度を活用し、太陽光発電をはじめ、エコキュ

ートやエコファーム、風力発電に対する助成を行ってまいりましたが、制度改正に

より、本年度からは国に直接申請する方法に変わりましたことから、現在、町の

事業としての取り組みは行っておりません。 

 

確かに一部の市町におきましては、引き続き単独事業で実施してみえるようで

ございますが、私は、一部の地域だけが個々に実施されても温室効果ガスの大

幅な削減につながるものではないと考えており、新たな国の方針として掲げられ

たもので、現段階では、削減目標に向けた具体的な施策とか予算も明確でない

ため、もう少し国の動向を見つつ、県などと同一歩調で実施した方が効果的であ

ると考えるところでございます。 

その上で、町として再度補助を行うかどうかを含め、改めて検討させていただき

たいと考えております。 

最後に本町のエコ対策に対する現在の取り組みにつきましては、役場西庁舎

と三和幼稚園に太陽光発電設備とエコアイスを、神田幼稚園、東員保育園と稲

部幼稚園、いなべ保育園、そして笹尾東幼稚園、笹尾第２保育園において、それ

ぞれエコアイスを導入し、役場前の街灯１基に風力発電を設置いたしておりま

す。 

 

また、庁舎内では各部署から発生する廃棄物の再資源化の徹底や電力使用

量の抑制、冷暖房設備の化石燃料の削減、グリーンマークのある事務用品の購

入を推進し、本年度は古くなった公用車の買いかえに合わせてエコカーを３台導

入し、ノートパソコンも、古い物から順次省エネタイプに切りかえております。 

また職員につきましても夏場のエコスタイルの実施や毎週１回のノー残業デ

ー・ノーカーデー等の実施を行っており、今後も町としてさらなるＣＯ２の削減に取

り組んでまいりますので、よろしくご理解を賜りますようお願いを申し上げます。 

以上です。 

 

○議長（山口 一成君）   南部武司君。 

 

○１０番（南部 武司君）   答弁ありがとうございました。 

 太陽光発電の三重県内のよその市町村なんかでも、キャンセル待ちとか、その

ような状態で申し込みが多くて、申請も受け付けてないというところもあるというの

が、先日、新聞にも載っておりました。 

 太陽光発電は一般家庭ではなく工場や福祉施設、幼稚園、保育園など、東員



町はやっているということですが、設置した場合、国の補助はどうなっていくので

しょうか。また、町が再考したいということで、するとは断言がありませんでしたが、

やった場合、こういうのにも適用はあると考えていいのでしょうか。ほかに、屋根

につけるのが太陽光発電とは限りませんので、地面の上に直接置いてもいいわ

けです。きょう水谷議員が言ってましたけど、遊休地となっているような土地に太

陽光パネルを並べたというようなことは可能かどうか、その点伺いたいと思いま

す。 

 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

 

○町長（佐藤 均君）   お答えさせていただきます。 

 ただいまの質問等につきましては担当の方から答弁させますので、よろしくお願

いを申し上げます。 

 

○議長（山口 一成君）   小川増久生活環境課長。 

 

○生活環境部長（小川 増久君）   申しわけございません。 

 質問の趣旨というか、少しわからない部分もありますので、答弁になるかわかり

ませんが、まず、国の補助があるかどうかということですね。地方公共団体が例

えば学校等に太陽光とか、そういう設備を設ければ、それぞれ各部署において対

応していただいておりますので、はっきりしたことは申し上げられませんが、例え

ばニューディール施策とかいう補助メニューもございます。 

あと、屋根に載せるのではなくて、遊休地等に置くのは可能かどうかというのは、

個人の方か、公共がやる場合なのか、私も聞き漏らしておって申しわけないので

すが、別に場所については、どこでつけていただこうが、特に場所の規制という

のはないものというふうに考えております。答弁漏れがありましたら、またご指摘

ください。 

 以上でございます。 

 

○議長（山口 一成君）   南部武司君。 

 

○１０番（南部 武司君）   知っていて聞くのもおかしな話なんですが、農地に

ついては何か農地法とか電力法とかいうので、だめだそうです。その点を確認し

たかっただけのことでございます。 

 もう１つ追加でお聞きします。 

以前質問をしましたけど、防犯灯の経費を少なくするために、ＬＥＤ照明とか感



応式を採用してはどうかということを提案したことがありますが、そのような経費を

見積もったことがあるのでしょうか。また、今度新たに設置する場合は、設置費用

云々ということがありましたが、その場合は順次ＬＥＤ灯とか、そのようなものを採

用したいと考えてみえるのかどうか、そのような内容を伺いたいと思います。 

 

○議長（山口 一成君）   藤井浩二総務部長。 

 

○総務部長（藤井 浩二君）   お答えを申し上げます。 

大変申しわけございません。防犯灯等にＬＥＤの導入につきましては、当然検

討していかなければならないことだとは考えておりますが、議員よくご存じのとお

り、非常に高価でございまして、今の機器につきまして、割りと安価な単価で入れ

ていただいております。費用対効果で修繕等、ランプだけではございませんので、

ほかの自動点滅機とか、そういうもののもろもろと複合した故障も多くて、すぐに

費用対効果が計算できないのが現状でございますけども、当分の間は近隣を眺

めながら進めてまいり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。 

 以上でございます。 

 

○議長（山口 一成君）   南部武司君。 

 

○１０番（南部 武司君）   はい、ありがとうございました。 

 確かにＬＥＤ照明は高額、高いです。うちもつけたいなと思っていても、太陽光

発電どまりでした。それ以外はまだ手をつけておりません。 

風力とか太陽光は無限の資源です。無料です。目先の金額だけを追うのでは

なく、少し長い目で経費を考えていただきたいなという気もします。１２月議会に議

案提出されました「若者定住促進奨励金交付」に、太陽光発電装置とかＬＥＤ照

明を使ったエコ住宅には補助金をアップするなど、「エコのまち東員」を考えてもよ

かったのではないかなという気もします。 

エコバックは完全に普及しています。しかし、先日の農業商工祭では、エコバック

の持参はなかったということだそうです。あらゆる経費が削減されています。エコ

のまち東員へのさらなる取り組みと期待を込めまして、本日の質問とさせていた

だきます。 


