
○１５番（門脇 助雄君）   今回は３点について、質問いたします。 

 今回の選挙は大変な激戦が予想されておりますが、私は東員町をこよなく愛し、

だれよりも知り尽くしていますというスローガンを掲げておりまして、自分の足で

今日まで、三和地域はもちろん、神田、稲部、在来地域をくまなく歩き、そして市

民の皆さんから、「あんた、本人ですね」という声をかけてもらったり、また町民

の皆さんの生の声を、そして本音の話を直接聞きました。 

 感想としては、歩かなあかん、そして多くの町民の皆さんにお会いする機会に恵

まれる、それが今回の一般質問に反映をさせていただきました。 

 それでは通告させていただいている議題に入ります。 

 １番最初に、員弁川の堤防整備ということで質問します。 

 ９月の実は２日、３日、４日、この３日間にわたって、台風１２号は日本列島を

荒らしました。そして本町においても、員弁川左岸において大変な被害を受けまし

た。中央大橋北のＪＡライスセンター南で約１１５メートル、そして上流の員弁川

用水第二頭首工下流で約２５メートルの堤防が決壊しました。この頭首工下流の堤

防決壊箇所は、５年前にも台風でやられた、その続きです。 

 そんな中で１０月３１日に復興に向けて国県の災害査定がありました。１２月に

入ると、工事発注に至ると聞いております。しかしながら若干疑問の点があります。

町内業者、特に本町においては優秀な土木業者がたくさんみえますが、国道４２１

号、そして水神大橋の工事を見ても、すべて町外業者、特にいなべ市から進出して

おる業者の工事現場が目に入りますし、４２１号線を昨日通ってみますと、現場事

務所ができております。これも町外業者の現場事務所です。何とか町内業者の育成

と、そして入札参加を強く県に求めていただきたい。そして今回の被害箇所は、員

弁川の流れが一番強くぶつかる地域です。復興に当たっては、以前より災害に強い

構造と早期整備を要望いたしまして、町長の答弁を求めたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   おはようございます。 

 門脇議員の員弁川堤防の早期整備についてのご質問にお答えをさせていただきま

す。 

 本年は、異常気象によるゲリラ豪雨や、台風上陸に伴う災害が全国的に多発して

おり、本町におきましても、道路法面の崩壊等の被害が発生いたしましたことは、

先ほどご案内のとおりでございます。 

 ライスセンター南及び第二頭首工下流の員弁川左岸堤防は、９月の台風１２号の

影響を受け、崩落し、現在ライスセンター南は応急措置として、大型土のうによる

浸食の防止措置が講じられており、また、第二頭首工下流の堤防は、通行止めによ

り交通規制を行って安全確保をさせていただいております。 



 当該箇所の復旧につきましては、県の管理河川であることから、三重県が１０月

末に災害査定を受けまして、災害復旧事業として認可がされましたので、１２月中

には発注されるものと確認をいたしております。 

 さて、お尋ねの入札参加につきましては、三重県建設工事発注標準に基づき、経

営事項評価点数や技術等評価点数、技術者の保有数等により格づけされた参加資格

のある業者により一般競争入札を実施されているものでありまして、入札の参加要

件に該当する町内業者は、入札に参加し、工事受注に向け、努力されることと思っ

ております。 

 県事業での入札のあり方につきましては、県に対しまして、町内事業の発注に際

しましては、町内業者の育成の観点から、可能な限り、町内業者の入札参加機会拡

大を検討していただけるよう、要望いたしてまいります。 

 次に災害に強い構造と早急整備とのご要望でございますが、施工方法は被災状況、

被災原因、背後地の形態、河川環境への配慮、経済性、施工性等を総合的に勘案し

たブロック張工等による施工が予定をされており、工事期間といたしましては、ラ

イスセンター南は約５カ月、第二頭首工下流は約４カ月と確認いたしております。 

 町といたしましても早期の復旧を願っており、復旧に向け、県への協力を行って

まいる所存でございますので、ご理解賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（山本 陽一郎君）   門脇議員。 

○１５番（門脇 助雄君）   今、町長答弁を聞きますと、５カ月後にはライス

センターの南の護岸工事が完成するということと、そして町内業者育成のために県

のほうへも働きかけるというお答えをいただきました。 

 実は員弁川を見てみますと、あの桑名市の坂井橋にある頭首工より上流は２メー

トル以上の河床の高低差があって、それがひいては災害にも関係しております。 

 実は員弁川の骨材は非常に良質で、伊勢湾台風の復興には欠かせない骨材であり

ました。そして町内はもちろん、員弁川沿線には数多くの砂利会社がありましたが、

今日では倒産、あるいは廃業して、今では町内で砂利業者は１社だけになりました。

公共事業の減少で砂利採取が止まっておるため、町内の先ほど申しました員弁川の

河床のせり上がりにより二級河川にも影響して、流れを悪くしております。 

 そこで、実は間もなく東海環状線の本格的な工事も始まろうとしております。そ

の土盛り部分に員弁川に堆積しておる土砂を使った工法はできないのか、ぜひそう

いう工法を取り入れていただきますよう、国交省等に働きかけてもらいたい。 

 もう一度、町長、この点につきましてもお答えいただきたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   今の件につきましては検討していただきますよう、

またお願いも申し上げていきたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   門脇議員。 



○１５番（門脇 助雄君）   ぜひ員弁川に堆積しておる土砂を、一番近い東海

環状線の土盛り部分に使っていただくよう強く働きかけていただくことを再度お願

いして、次の問題に移らせていただきます。 

 ２０２１年国体に町陸上競技場の使用をということで提案させていただきました。 

 私は９月定例会で陸上競技場を県と共有財産として維持管理、運営を考えていた

だきたいと提言いたしました。町長は高度な政治判断が必要であり、県に対して話

をすると言われました。 

 そういう中で鈴木三重県知事は県内の競技場などの整備を、市、あるいは町と協

力して実施していくと聞いております。まさに今がチャンスであると思います。進

捗状況をお伺いいたしたい。 

 そして最近、県、あるいは県の体育協会は、２０２１年の国体招致に向けて運動

を活発化しております。さらに最近の情報では、県内で２０１３年度に全国中学校

体育大会、さらには２０１８年には全国高校総体が三重県で開かれます。当然、東

員町の陸上競技場も使われると思います。 

 しかし、前回も若干触れましたが、駐車場対策が必要です。そこで中部公園にあ

ります東の端の調整池、それを調整池を兼ねた駐車場整備が急務と考えております。

お答えをいただきたい。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   国体に町陸上競技場の使用を、というご質問にお答

えをさせていただきます。 

 陸上競技場を県との共有財産として維持管理して運営することにつきましては、

県のスポーツ振興室の意向を確認をいたしましたが、答えは大変厳しいもので、現

時点では全く考えていないということでございました。 

 また、県は、平成３３年度の国民体育大会誘致に向けて、開催要望書を文部科学

省、日本体育協会へ提出したと伺っており、来年１月に開催されます日本体育協会

理事会で内々定の決定がなされ、その後、準備委員会を発足し、後に開催場所など

の議論を始めることとなっているように聞いております。 

 その中で知事は、県営陸上競技場をメイン会場とする旨の発言もされており、議

員申されます、国体での本町の陸上競技場使用は考えにくいものと思っております。 

 また、国民体育大会の誘致が決定されれば、それに先立ち全国中学校体育大会、

全国高校総合体育大会などの大会も開かれることになるでしょうが、その場合での

当競技場の使用予定も確定的なものではないと承知いたしております。 

 仮に使用予定があったということになっても、現状での使用は不可能であり、全

国大会は、第一種公認への改修の必要もあろうかと存じますので、極めて困難であ

ると認識をしているところでございます。 



 なお、それによっての駐車場対策につきましては不要であろうと思いますので、

ご理解賜りますようお願いを申し上げたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   門脇議員。 

○１５番（門脇 助雄君）   実は私は個人的に以前からご指導いただいており

ます岩名秀樹三重県体育協会会長様を１０月１７日、四日市の松本台の私邸を表敬

訪問し、懇談させていただきました。 

 お話の中で、実は日本全国４７都道府県あるが、その中でサッカーと公式戦ので

きないのは三重県と島根県の全国でたった２つやと申されました。そして県庁所在

地の津市に競技場がないのも、県庁所在地の市に競技場がない、三重県は津市にな

い、これも全国的に珍しい、いかに三重県がおくれているのか、非常に情けない。

そしてもう今となっては時間的な余裕がないので、国体招致に向けて動いておるが、

市町にあるスポーツ施設の充実に期待をしているとの話でした。 

 そこで、ただいま町長のお答えのような県の態度ですが、本町の陸上競技場の将

来像はどうあるべきか、将来構想などについてお伺いいたしたいと思いますし、そ

れらの問題については、国体はどうも県は県営施設を重点的に使う、市町の競技場

は余りあてにせんような話であったという、町長のお答えでした。しかしいろいろ

な競技は分散して国体は行われます。本県での国体開催までの残された時間はそん

なに長くありません。どうかひとつそこいらも考えていただき、岩名秀樹県体育協

会会長のお話のように、市町のスポーツ施設の充実に期待をしておるというお話も

伺ってきておりますので、もう一度、町長の答弁をいただきたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   先ほどもお話をさせていただきましたが、一種公認

をとろうとするならば、１０億円単位の話になってきます。とても本町１町で考え

られるような話ではないというふうなことを考えておりますので、よろしくご理解

をいただきたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   門脇議員。 

○１５番（門脇 助雄君）   町長、そして東員町の陸上競技場の将来構想とい

うのをお持ちでしたら発表していただきたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   我々２万６千人の町民みんなが、身の丈に合った使

い方ができるような競技場でありたいというふうに思っております。 

○議長（山本 陽一郎君）   門脇議員。 

○１５番（門脇 助雄君）   そういうご意見もあります。我々がこうやって陸

上競技場を使うのは町民体育祭の年に１回やなという声もあります。しかし多くの

若者は、あの芝生の中でサッカーも楽しんでおります。何とかもう少し陸上競技場



を多目的に使っていただき、多くの町民が参加できるような競技も考えていただき

たい。もう一度、お答えをいただきたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   今申されましたように、町民の皆さんが使えるよう

な、そして使ってよかったなと思えるような競技場という位置づけにしていければ

なと思っております。 

○議長（山本 陽一郎君）   門脇議員。 

○１５番（門脇 助雄君）   それでは次の問題に移らせていただきます。 

 町の防災行政ラジオの不具合についてということで質問します。 

 実は長深の、ここにはＫさん宅のラジオに雑音が発生し、その記録を以前にも役

場に提出されております。実はお手元のほうに、最近１７日から２６日までの雑音

発生時間を記録していただきました資料を提出させていただいております。それを

見ていただきながら、お願いいたしたいと思います。 

 そして長い期間、以前には記録をとって役場に提出し、職員も対応してくれてお

りますが、何ら解消がされていない。加入者のＫさんは感度が悪いと大規模災害が

発生した、そんなときに情報が途絶えるのを心配しております。 

 私も実は以前に農協の有線放送電話に関係しておりました。その時に山田のＥさ

ん宅、このＥさん宅というのは、そこに今、幹部職員でおってくれます保険年金課

長、あるいは税務課長、お二人とも山田、この実家の近くで発生した事件がありま

した。 

 実はＣＢＣ（中部日本放送）は長島温泉の隣に大きな巨大な鉄塔を建てて、電波

を増幅して放送業務に当たっております。それが原因か何かはわかりませんでした

が、ＣＢＣ放送を本部から流しておらんのに、Ｅさん宅の電話機の中から聞こえて

くる、大変苦労いたしました。メーカーももちろんやってきて、共同で解消に苦労

した経験があります。そして、やっとそれは電話機の中に小さな部品、その当時、

バリスターと呼んでいたように思うんですが、それをつけて解消したいきさつはあ

ります。 

 そこで今回、各戸に配付されております行政防災ラジオのメーカーは、あの放送

されておる箱、あるいはその機種を見てもさっぱりわからん。行政ラジオは国産で

すか、外国産ですか。そして箱の中に購入先、リズム時計工業株式会社と書いてあ

ります。このリズム時計工業株式会社は販売をしているのです。当然本社のほうに

は技術者もおります。おらなければ不思議です。それらの技術者と共同で今回の長

深のＥさん宅の雑音解消に当たってもらいたい。 

 そして今回、Ｅさん宅以外でいろいろな障害等もあるかと思うんですが、部品調

達は順調にいっておるのかということにもお答えいただきたい。 

 そして将来、この防災ラジオをデジタル化する考えは持っておられるのですか。 



 以上の点について、お答えいただきたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   防災ラジオのご質問にお答えをいたします。 

 防災ラジオは、平成２０年度から防災行政無線屋外子局の補完として運用を開始

しており、現在まで約５，３００台販売いたしております。 

 防災ラジオは、購入先でありますリズム時計工業株式会社が、主に中国、一部国

内で生産しており、部品調達につきましては、現在のところ順調であるとのことで

ございます。 

 防災ラジオ導入に際しまして、町内各所で電波の受信調査を行い、おおむね良好

でありました。しかしながら運用開始後、住宅の周辺環境や各ご家庭の設置状況に

より、電波の受信状態が悪く、ご迷惑をおかけいたしているケースもあります。 

 ご相談いただいた場合は職員がご家庭を訪問し、設置状況、受信状況を確認させ

ていただき、受信状況の改善を図る対策を、リズム時計工業株式会社とともに行っ

ております。 

 ご質問の今回のケースは、不定期で主に早朝や昼に数秒から数１０秒雑音が入る

もので、防災行政無線の放送については受信ができております。 

 職員も何度も訪問させていただいておりますが、雑音の解消には至っておりませ

んので、今後もリズム時計工業株式会社と共同で対応させていただきたいと思って

おります。 

 防災ラジオは無線による受信という性質上、可動性は高く、便利ではありますが、

反面有線と比べますと周辺環境の影響を受けやすい、そういう性質を持っておりま

す。 

 本町の災害時の情報発信手段といたしまして、防災行政無線、防災ラジオ、行政

情報配信メールを活用いたしており、今後は携帯電話のエリアメールの導入も図っ

てまいりたいと考えております。 

 またテレビ・ラジオでは緊急地震速報等の災害情報も出されておりますので、町

民の皆様には、それらの情報発信手段を状況に応じてうまく活用をいただき、災害

時の情報に備えていただきたいと考えております。 

 防災行政無線のデジタル化につきましては、国の方針として打ち出されておりま

すが、本町が使用いたしております防災行政無線のタイプのものにつきましては、

現在のところデジタル化の期限は特に定められておりません。しかしながら防災行

政無線の重要性にかんがみ、デジタル化のメリット・デメリット、またコスト面に

つきまして調査研究を行ってまいりたいと考えております。 

○議長（山本 陽一郎君）   門脇議員。 

○１５番（門脇 助雄君）   今回この質問に対して、信憑性を得るために新し

い１７日から２６日までの記録もＫさんにお願いいたしました。 



 実はこのＫさんは前自治会長であり、そして現在、神社やお寺の世話方、そして

土地改良やエコ対という幅広い活動をしていただいておる関係上、防災ラジオには

ことのほか関心を持ってみえます。 

 しかし、町長も今言われましたように、メーカーと一緒に問題解消に当たってい

ただいておるわけですが、Ｋさんから雑音が発生したという連絡を受けて職員が伺

った時点ではもう消えておる、そんないたちごっこではだめです。抜本的な対策を

メーカー、販売店、あるいはリズム時計ともども考えていただかなければ、私もＫ

さんとあらゆる会合でお会いするたびに、また発生した、まだあかんわという声ば

かりです。何とか１日も早い解消に努めていただかなければ、現在でさえ行政不信、

あるいは失望につながっております。 

 町長先ほども言われましたが、デジタル化も考えておる、検討していかなと言わ

れておりますが、実は三重県内では、本町と姉妹提携を結んでおります大台町がデ

ジタル化しております。大変今は好評、そして機能を果たしておると伺っておりま

す。そこいらの大台町の様子も参考にしてもらい、何とか雑音解消に向けていただ

きたいと思います。 

 実はこのＫさん宅も、そして先ほど申しました山田のＥさん宅も共通点がありま

す。春先の天気のいい日には、伊勢湾を飛び越して知多半島が望めるような位置に

住居を構えてみえます。ひょっとすると、そこいらの電波の飛んでくる対応も考え

ていただかなければ、この問題解消にはつながらんのかいなと思っております。大

台町の参考も申し上げました。もう一度、答弁をいただきたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   デジタル化につきましても、先ほど答弁を申し上げ

ましたように、コスト面も含めて調査研究を行って、これからまいりたいというふ

うに思っております。非常にご迷惑をかけておって申しわけないというふうに思っ

ておりますが、今のできる最大の対策は、メーカーとともにとっていきたいと思っ

ております。 

○議長（山本 陽一郎君）   門脇議員。 

○１５番（門脇 助雄君）   次の問題に入らせていただきます。 

 防災ラジオの不具合については、１日も早い解消を、再度お願いしておきまして、

次はＴＰＰ加盟について、質問させていただきます。 

 １年前、ちょうど１２月定例会におきまして、私は佐藤町長に質問をさせていた

だきました。佐藤町長は、ＴＰＰに参加することによって、町内の農業生産額、水

稲、小麦、大豆をもとに試算すると、４億円の減少になると発表されました。 

 水谷町長は加盟賛否についてどう考えておられるのか、そして対策等はどう考え

ておられるのか、お答えをいただきたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷町長。 



○町長（水谷 俊郎君）   ＴＰＰ加盟についてのご質問にお答えを申し上げま

す。 

 ＴＰＰにつきましては、議員もご承知のとおり、アメリカやオーストラリアなど、

９カ国で締結に向け、交渉している経済連携協定でありまして、農産物を含め、貿

易の自由化に向け、例外を設けず、関税１００パーセント撤廃を目指したルールづ

くりを進めており、２０１２年の合意に向けて協議が行われていると承知しており

ます。 

 これまで政府は、参加の姿勢を明らかにしておりませんでしたが、本年１１月に

開催されたＡＰＥＣ首脳会議（アジア太平洋経済協力会議）で、野田首相がＴＰＰ

参加に向けて関係国と協議に入ることを表明いたしました。しかし、政府与党内で

も交渉参加に対する意見はさまざまでありまして、交渉の内容が依然不透明のまま

であります。 

 私といたしましては、交渉の内容が本当に国益につながるものなのか、現時点で

の正確な情報が余りにも少なく、もう少しはっきりとした時点で、賛成、反対の意

見を述べさせていただきたいと思います。 

 本町のような農村地域では、アメリカやオーストラリアのような大規模農業に日

本の農業がどのように対抗でき、その優位性を確保できるのかを、また強い日本の

農業づくりを目指して、政府がどんな政策をとっていくのかを、国としてどのよう

に考えているか示していただくとともに、総合的に検証いただくことを強く望むも

のでありまして、今後も国の動向に注視を向けていきたいと思っております。 

○議長（山本 陽一郎君）   門脇議員。 

○１５番（門脇 助雄君）   今、町長も言われましたように、私たちも総務建

設常任委員会で審議をさせてもらった時点もありましたが、しばらく国の様子も見

ようということで、継続審議になっております。 

 そして今の話にもありましたように非常に末端の市町には情報が少ない、判断材

料が少ない、それがために私たちも迷っておる。しかしながら新聞紙上、あるいは

報道によりますと、なかなかこの問題の早期決着というのは、国内情勢を考えます

と非常に難しい段階に来ておりますが、アメリカからは、実はやんやの督促を受け

ておるのは報道で知ります。 

 そしてある一部の方からは、ＴＰＰ参加は、まさに飛んで火に入る夏の虫と言わ

れるように、日本の今日の外交の力をもってＴＰＰに参加するのは、わずか９カ国

であります。その中で日本の外交はいいんかいな、日本の外交では、とても我が国

の国益を確保する勝算はあると思えません。どうかひとつ町のほうへも情報が入り

ましたら、早く公開をしてもらいたい。そして国民合意の上で何とか進めてもらい

たい。 



 その中で一番弱い立場にあります農業などは、壊滅的な影響を受けます。そこで

私は昨年１２月議会で佐藤町長に、足腰の強い農業として、若い担い手農家育成の

ため、大型農機具等々の導入などに対して、町独自の補助金を出してやって育成を

してくれとお願いをしました。去年のちょうど今ごろです。 

 そしたらこの意向は、新しい水谷町長に検討していただくようお願いする新規事

業になるので、十分次の町長にその旨を伝えるという、この本会議場での答弁です。

ぜひ来年度予算に対応を求めて、町長の答弁を求めたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   今の話はちょっと伺っておりませんので、申しわけ

ないのですが。 

 私も認定農家の方ともお話をさせていただいておりますが、大規模にするだけが、

認定農家として生き残っていくものではない。小さい面積の田んぼには、それはそ

れなりに使い道というか、やり方があって、それはそれでいいものだという話も伺

っておりますので、いろいろなお話をお伺いしながら、どうしたらいいのかという

ことを今検討をさせていただいております。農家の方と一緒になって、これからも

それを進めていきたいと思っております。 

○議長（山本 陽一郎君）   門脇議員。 

○１５番（門脇 助雄君）   今、町長言われましたように、必ずしも広い農地

を守っていただいているのは、認定農家の大規模農家ばかりではありません。定年

後農業、そして母ちゃん農業とかと言われる方たちも、一生懸命、先祖からもらっ

た土地やでな、守っていかななということでやっていただいております。それらの

方も小型農機具を、あるいは豆トラといって、小さな起こす機械も導入してみえま

す。幅広い対応も当然考えていただかなければならないと思いますし、また定年後

の農業ということで、ほとんどの農地は兼業農家の方が守っていただいておると言

っても過言ではありません。そして兼業農家の方々が定年後やって、もうこの機械、

使えんようになった、そしてこの機械を更新せんならんという時点で認定農家に委

託をされておるというのも現状です。どうかひとつ幅広い角度から、もうほとんど

農家の収益というのは望めません。何とか治水対策、そして荒らさんように、耕作

放棄のないように守っておる農家のことも考えていただいた対策をお願いしたい。 

 もう一度、町長、先ほど若干触れられましたが、そこいらの対応を聞かせてくだ

さい。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   今ご指摘のように、認定農家のほうへ委託をする農

家が増えております。しかし現状もそうなんですが、日本の、特に東員町の農地を

一遍に広くするというようなことは、例えば桑名の揖斐川沿いにあります、ああい

う１町、２町、３町とかいうような農地面積に広げるということは、今の東員町で



は不可能でございまして、今それぞれ兼業で、自分の田んぼを自分でつくって守っ

ていただいている方が、これから認定農家へお願いをしていくときでも、自分の土

地を将来そのままやっていただきたいということもありますし、一方、引き受けて

いただくであろう認定農家のお話を聞いてますと、例えば１反割りの土地は、それ

はそれで非常に作業効率もいいんだ、それはそれでいいんだと、だから広い農地も

小さい農地もあっていいんだというような話も伺っておりまして、これからそれぞ

れのいろんなお話をお伺いして、東員町に合った農業というものがどうであるべき

かということを考えていきたいと思っております。 

○議長（山本 陽一郎君）   門脇議員。 

○１５番（門脇 助雄君）   農業というのは、今日１００円投資して１００円

返ってくるものではありません。アメリカでさえ、農業には過保護というくらい、

政府は金をつぎ込んでおります。それらの農地や、あるいは畜産農家を守るために、

随分投資もしております。どうかひとつ、本町も一番立場の弱い農業に対して手厚

い対策、あるいは保護政策も必要であると思います。どうかひとつ、これはもう長

い目で、あの農地が全部荒れたら、大洪水が来たときに湧水地帯がなくなってしま

う、即災害につながっていくということも観点に置いて対策を講じていただきたい。

もう一度、町長のお考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   東員町は、先ほども申しましたように、東員町の農

業というものを考えていかなければならないと思ってます。 

 ちょっと話が変わりますけど、私が十数年前に秋田県の大潟村というところへ行

きました。要は八郎潟干拓地です。そこには三重県の方も８名入ってみえます。そ

こで話をお伺いしました。 

 そこは入植と同時に政府の減反政策が始まったということで、減反するかしない

かで大もめにもめたところでございます。 

 実は１０数年前に行ったときに、要は政府からの補助金を受け入れて減反したと

ころは、ほとんど全部だめになってました。もう我々はせっかく入植したんだから、

それは受け入れない、自分たちは自分たちでやるんだといって、補助金１銭もなし

でやっていたところが、もうその当時、年収２千万円、３千万円の収入がありまし

た。 

 その方たちは言われました。昨日も中村議員の時に言わせてもらいましたが、補

助金というのは麻薬みたいなもの、もらっている時は非常に元気になるんだ、だけ

どそれが切れたときに、だんだん少なくなっていったときに、体力はどんどん弱っ

ていくということを言われました。ですから補助金が本当にいいのかどうかという

のは、真剣に考えていかないといけないと私は思っております。ですから、今まで



の国の農業政策が本当によかったのかどうか、これは検証していく必要があるとい

うふうに思っております。 

○議長（山本 陽一郎君）   門脇議員。 

○１５番（門脇 助雄君）   補助金のことで随分言われましたが、麻薬という

わけでもないのですが、ぜひ農家の育成を考えていただきたい。 

 それと、実は先ほど国道４２１号の現場事務所が、街道にまだ最近建っておりま

した。これも先ほど申しましたように町外業者、いなべ市の業者の現場事務所が建

っております。念仏橋も同じように、これも東員の町内業者の参画は見当たりませ

ん。そして１１月中旬に、実はイオンの現場から、あの造成工事を請け負ったのは

鹿島道路です。鹿島道路の現場事務所も１１月末に消えてしまいました。撤去して

しまった。造成工事が終わったということで。 

 そうすると町長に以前もお尋ねしたんですが、イオンのほうから何らかの形で町

長のほうへあいさつがあって、いつごろ進出をさせてください、しますという答え

があったかということを尋ねたら、町長就任後、間もないころでしたので、まだそ

の時点ではありませんと言われました。一体あそこへイオンの進出はいつごろにな

るのか、何らかの情報があったら、この場で公表していただきたいと思います。 

 お答えください。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   この前お答えいたしました後に、一度、訪問をいた

だきました。しかしその時点では、まだはっきりとした工程が示されておりません

でしたし、また、店舗をどのように配置するか、どういうものがそこへ入ってくる

かということも定かでありませんでした。これから計画するということでございま

して、それ以降の接触がございませんので、ちょっと申しわけございませんが、わ

かりかねるという現状でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   門脇議員。 

○１５番（門脇 助雄君）   実は、イオンはもうこの平成２４年の年末商戦に

間に合わそうやということで、長深のほうへ用地交渉に入りました。しかしながら

その間、東北のほうの災害、あそこでイオンの店舗が随分やられた、そして１００

人近い犠牲者が出たという話も耳に入ってまいります。しかしもうあそこで随分復

興もされておるんですが、何らかの形で東北のほうの復興が終わったとは言いかね

ますが、店舗再開に向けて努力されております。何とか長深のイオン進出予定地に

早く店舗を建てていただきたい。 

 高速道路も東海環状線も岐阜の国体が来年開かれます。東海環状線がいよいよや

ない、東海環状線というと、愛知、岐阜、三重、一番おくれた三重県の工事が間も

なく始まると伺っております。本格的な工事が間もなく始まると伺っております。

どうかひとつイオン再開を早期に向けて努力していただきたい。 



 町長の答弁をいただきたい。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   行政といたしましても、早期開店をお願いしている

ということでございますけども、引き続きそのように継続していきたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   門脇議員。 

○１５番（門脇 助雄君）   地権者のほとんどは長深の方です。先祖伝来の大

切な農地を提供していただいております。何とか１日も早い努力をお願いしておき

たい。そして町長、東海環状線、先ほど申しましたように、私は平成３２年全線つ

ながるということを聞いておるのですが、間違いはないですか。お答えいただきた

い。 

○議長（山本 陽一郎君）   藤井建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   お答えを申し上げます。 

 きちっとした数字は伺っておりませんが、平成２７年に、私どもの第二名神の入

り口と申しますか、あそこまではできるというふうに伺っておりまして、東海環状

のほうは平成３０年ごろということでございますので、今きちっとした年数は持っ

ておりませんが、平成３０年ごろというふうにお伺いをいたしております。 

 以上です。 

○議長（山本 陽一郎君）   門脇議員。 

○１５番（門脇 助雄君）   この東海環状線は、先ほど申しましたように愛知、

岐阜、三重、３県がつながってこそ、本当の東海環状線と呼べるのです。いなべ市

ももちろん、町内にも関連産業、東洋ゴム等が来ております。それらの企業の方も

何とか早くという望みをかけてみえます。そして、この早期開通が若者の雇用にも

大変よい影響を及ぼすものと思っております。町長、東海環状線早期開通に向けて、

一層の努力をお願いいたしたいと思います。 

 ご決意のほどを最後に伺いたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   私どもも早期開通を望んではおりますけれども、国

のやることですので、何とも申し上げられないというのが現状でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   門脇議員。 

○１５番（門脇 助雄君）   これにて終わります。 

 


