
○１番（近藤 治隆君）   おはようございます。 

 今回初めて私、一般質問という形で、議員にならせていただいて、するわけです

けども、私、東員町の最年少議員として、今後、若い力としても、伊藤議員もおっ

しゃられたように、若い世代の言葉をしっかり上げていきたいと思っています。 

 また、町長の所信表明でもありました、来年でこの地域が員弁となって１３００

年になると。これは私としても、とても大きなチャンスだと考えています。だから

こそ、今、２０代を中心に活動されている１３００年実行委員会というのは、私議

員個人としても、一緒にこの東員町を盛り上げていくべきだと考えていまして、今

後一生懸命彼らと一緒に活動していきたいと思っています。 

 彼らというのは、私、２月１９日にイベントが行われましたけども、東員町にと

っても自発的に若者が動いているというのは、ものすごく大きな財産だと私は思っ

ています。だからこそ議員の皆様にも、町長をはじめ、役場の職員の方にもご支援

をいただければと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 １つ目の質問に入らせていただきます。 

 １つ目の質問は通学の安全確保について、お伺いします。 

 現在、日本において少子高齢化というのは大きな問題となっておりますが、そう

いう意味でも、やはり児童たちの安全確保はとても重要だと私は考えてます。通学

時の交通事故は減少傾向にありますが、ゼロにはなっていないと。ゼロになるのは

限りなく難しいのかもしれませんが、本町においても努力はしていかなければいけ

ないのかなと思っています。 

 そこで私としては、現在、一番東員町で交通量が多いであろう員弁街道を横断す

る場所において陸橋が必要ではないかと強く考えていますし、また、要望としても

上がってきていますので、今回の質問をさせていただいたんですけども、自治体の

ほうからの要望と上原議員のほうからも、一般質問が平成２２年度にありましたが、

現在の進捗状況とこれからのお考えを、建設部長のほうでご答弁をいただければと

思いますが、よろしくお願いいたします。 

○議長（南部 武司君）   藤井浩二建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   近藤議員の通学時の安全確保についてのご質問

にお答えを申し上げます。 

 議員ご指摘のとおり、通学路の安全確保は特に重要と考えているところでござい

ます。 

 お尋ねの東員郵便局前交差点の横断歩道橋につきましては、平成２０年４月に八

幡新田、大木両自治会長と稲部小学校校長の連名により要望書が提出されており、

同年５月に、文書により回答をさせていただいております。 

 内容といたしましては、既設の横断歩道を利用している児童のほか、地域の皆様

も利用するものであり、バリアフリー新法等の基準を満たした施設とするには、現



状の道路敷地が狭いため、施設用地が必要となることから、十分検討する必要があ

る、との内容でございました。 

 また、平成２２年３月議会におきましても、東員郵便局前交差点の陸橋要望につ

いての一般質問がございました。 

 答弁の内容といたしましては、横断歩道橋の設置基準では、横断者が著しく多い

か、または広い幅員の信号交差点で、横断者が横断の完了に相当な時間がかかるた

め、危険が想定される場合に設置できるとされておりますが、これらの要件に加え

まして、施設を設置するためには、かなりの用地を確保する必要がございまして、

当該箇所での設置は非常に困難であると、答弁をさせていただいております。 

 次に、員弁街道を横断する通学路全体の対策をすべきとのことでございますが、

現在ご質問の東員郵便局前のほか、石垣農機北交差点、東員交番前交差点、神田小

学校北交差点、東員中学校南交差点で通学路として横断をしております。神田小学

校北交差点におきましては、以前から横断歩道橋の整備がされておりますが、他の

４カ所につきましては、信号機により横断をしていただいております。 

 先ほどもご説明申し上げましたが、横断歩道橋の設置基準の要件と施設用地の問

題から、いずれの交差点におきましても設置は非常に難しいものと考えており、今

後もＰＴＡやボランティアの皆様にご協力を賜りたいと考えているところでござい

ます。 

 また、東員郵便局前交差点から大木神社までの区間におきまして、歩道の整理工

事を進めており、今年度は郵便局から戸上川、仮宿橋までの区間を施工いたしてお

ります。本工事の早期完成に努めてまいりますので、ご理解賜りますよう、よろし

くお願いを申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   近藤治隆議員。 

○１番（近藤 治隆君）   ご答弁ありがとうございます。 

 ４カ所は信号機とお聞きしまして、今回、私が質問させていただいたのは、特に

東員町の郵便局前が要望として上がってきてましたので、させてもらいましたが、

そういう意味でも今後児童の安全確保というのは絶対的に必要だと私は思ってます

ので、その上で物理的に陸橋が設置できないと、いろいろお伺いしましたが、私と

しては、また安全確保ができるんであれば、どういう形でもいいと思っています。 

 金額等、いろいろな面で陸橋の設置は難しいと思いますが、歩車分離とか、信号

機の切りかえの方式を変えることでも児童の安全確保はできるのではないかと思い

ますので、郵便局前の交差点に加えて、また、ほかにもカーマホームセンターの前

の交差点ですか、そこでも中学生の横断がされてます。そういう意味で、ここも踏

まえて歩車分離方式というのは東員町としてどういうふうな動きができるのかとい

うのをご答弁いただければと思いますけども、よろしくお願いいたします。 

○議長（南部 武司君）   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。 

 歩行者と車両を分離する信号を分離信号というふうに言うわけでございますが、

ただいまご提案をいただきましたが、通告をいただきました時に勉強をしておくよ

うにということで、近藤議員からはご助言がありまして、いなべ警察のほうに分離

式信号についてのお尋ねをさせていただきました。 

 分離式信号機の明確な基準は現在定めておりませんが、歩行者と車両との分離は

図れて安全であるんですが、それぞれ待ち時間が長くなることから、歩行者の信号

無視、また新たな交通渋滞の誘発などが考えられ、交通量、歩行者数、道路形態に

より検討されるということで、特に道路形態につきましては、４つの隅に歩道が整

備され、歩行者が滞留できるスペースが必要であるというふうにお聞きをさせてい

ただきました。 

 ご質問で、通告をいただきました東員郵便局前の交差点につきましては、具体的

にお尋ねすることができましたので、お聞きしたところ、特に道路形態が問題であ

り、基本的には無理だというご返事をいただいております。 

 質問でカーマホームセンターの前の交差点も今お聞きしたところでございまして、

員弁街道沿いを横断するのではなく、沿った形で横断をしております。神田小学校

の小学生と中学生があそこで横断をさせていただいておりまして、確かにご指摘の

ように非常に危険な交差点と認識をいたしております。ただいま分離式のご提案を

いただきましたので、早速いなべ警察署に相談をさせていただき、また、議員には

ご回答させていただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（南部 武司君）   近藤治隆議員。 

○１番（近藤 治隆君）   ご答弁ありがとうございます。 

 陸橋についても難しいということと、歩車分離に対してのデメリットというのは、

私もいろいろ調べて、交通渋滞を引き起こすというふうなことも聞いてますが、全

体的に確かにマイナス要素はあるのかもしれませんが、将来的に考えると、児童の

安全確保というのはどうしても重要だと思いますで、今後、私のほうにもいろいろ

要望が入っていますので、そういうのも一般質問のみならず、また建設部長のほう

と、いろいろとお話し合いができたらなと思ってますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 これで１つ目の質問を終わります。 

 ２つ目の質問に入らせていただきます。 

 今回、一般質問の件でいろいろ調べさせていただきまして、現在、役場で使用さ

れているいろいろなシステムがあると思うんですが、それのランニングコストを調

べさせていただきましたところ、高い値段になっていると。私の議員になる前と、

今もそうなんですけども、仕事ではシステムの設計とかもいろいろやってまして、



そういう意味でも、システムコストに関しては、私がいろいろ調べていきたいなと

考えています。 

 今回調べたところによりますと、民間企業におけるシステムコスト、ランニング

コストとか初期投資とか、システムに対する全体的な投資を年間で考えた場合に、

約０．５％から１％が妥当だと言われてます。これは民間企業ですので、売り上げ

がいろいろ条件があると思いますけども、今回は売り上げが約３０億円以上ある企

業を対象とした調べです。 

 東員町の税収を売り上げと考えた場合に、約７０億円あるとした場合に、３，５

００万円から７，０００万円が妥当な数字ではないかと私は考えてまして、現在の

システムコストを調べると、平成２１年度の資料になるんですけども、トータルで

１億４，０００万円近いとなってます。約４倍から２倍のシステムコストが使われ

ていると。 

 私も議員になる際に無駄を削減というふうに言ってましたので、今回約１億円近

くの無駄がある可能性があると私は考えてます。そういう意味で、一般的に考えて

も、１４年前に４０万円だったパソコンが、今では１０万円そこそこで手に入るよ

うな時代になってきています。そういう意味でコストという意味でも、システムを

全体的に見直していかなければいけないと思っていますが、その辺、詳しいことが

わかれば、総務部長のほうからご意見を聞ければと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（南部 武司君）   日置総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   近藤議員のシステムコストについてのご質問に

お答えをいたします。 

 東員町の情報システムは、さかのぼりますと、平成元年のオフィスコンピュータ

の導入によりまして、窓口業務のオンライン化を始めました。近年のインターネッ

トの急速な普及による高度情報化社会の到来などを経て、平成１７年度にはブラウ

ザを利用するオープンシステムの導入を行い、コスト削減を行いつつ、窓口業務や

納付書などの発行の迅速化を進めまして、住民サービスの向上に努めてまいりまし

た。 

 今回の平成２４年度予算では、電算システムに関する経費は、一般会計で１億１，

９００万円ほどとなりまして、これは一般会計予算のおよそ１．６％となっており

ます。 

 一方、国では電子自治体の推進に取り組んでおり、行政情報化のさらなる推進や

総合行政ネットワーク、ＬＧＷＡＮを利用した行政手続きのオンライン化など、多

種多様のシステムの構築を行っておりまして、本町といたしましても公的個人認証

やｅ－ｔａｘ、Ｊ-アラートなどの導入を基幹業務システムとして、また後期高齢シ



ステム、介護保険システムなど以外にも、さまざまなシステムの導入がなされてお

ります。 

 近年では地図情報を活用する統合型ＧＩＳシステムを導入し、データの入力を行

い、横断的な活用を図り、住民サービスの向上に努めています。 

 こうした中、年々増大する電算システムにかかるコストの削減につきましては、

東員町のみならず、すべての自治体の課題であり、全国の自治体でさまざまな検討

がなされているところですけども、本町といたしましては、今年度に基幹業務シス

テムのリプレースを行い、こちらではパッケージシステムをノンカスタマイズで利

用する方式を導入し、導入費用の削減に努めました。 

 また、システム機器につきましてはリースを活用し、財政負担を標準化しており

ます。そのほか、納付書等の発行にかかる委託料の削減を目指した自庁処理、いわ

ゆる役場で処理をする方式に移行するなどしまして、前年５年ベースで、今後５年

間で５，０００万円程度のコストダウンを目指しております。 

 こうしたことから、本町のシステムにかかるランニングコストは、他の自治体と

比べましても決して高額になっているとは認識をしておりませんけども、今後起こ

り得るシステムダウン等のトラブルに対処すべく、サーバーの二重化とか電源管理

の冗長化、保守やサポートへの費用負担、情報セキュリティソリューションの必要

性、また次々と導入されます新しい技術や、ＯＳや機器のメーカサポートの打ち切

りに対処するためにも、機器更新など、システム費用の高額化を招いていると認識

をしております。 

 こうした費用は安全で安定したシステムを維持し、稼動させるためには必要不可

欠なものでございますけども、さらなる電算関係コストの抑制を目指しまして、現

在次のリプレースに向け、三重県の電子自治体推進連絡協議会の中で立ち上げられ

ました自治体クラウドのワーキンググループに参加をいたしまして、複数の自治体

で共同でシステムを調達できないかといったところを、現在検討を行っているとこ

ろでございます。 

 基幹業務システムに関しましては、自治体ごとに更新時期が異なっておりまして、

共同で調達するには、それぞれの自治体が更新時期を早めたり、また逆におくらせ

るなどしまして、費用面や契約等をかんがみても、なかなか難しい面がありますけ

ども、近隣の自治体で協力し合って広域的な検討を続けていくのは極めて有意義な

ことと考えております。 

 また、庁内のシステムを見直すために、県とか市町におきましては、コンサルへ

の委託、いわゆる専門家を入れての委託を行って、さまざまな面で助言をいただい

たり、仕様についても検討を行っていると聞いておりますので、こういうことから

東員町としましても、今後専門家とかコンサルタントの導入につきましても積極的

に検討していきたいと考えておりますので、どうかよろしくお願いをいたします。 



○議長（南部 武司君）   近藤治隆議員。 

○１番（近藤 治隆君）   ご答弁ありがとうございます。 

 私も地域で広域でシステムを組んでいくというのは、初期投資にかかる値段とか、

その辺も考えていいことだと思ってますし、今後いろいろ検討されていくというこ

となので、どうかよろしくお願いいたします。 

 その上でもう１点、続いて質問なんですけども、よくシステムの導入を民間企業

とかで考えられる上で、まず第一に経営者とかが考えるのは人件費の削減とかサー

ビスの向上、そして人的なミスを削減するという要因がいろいろとあるわけですけ

ども、今回いろいろ調べさせてもらって、役場のシステムに関しては、経営者の方

が一番気にされるのは、人件費の削減が一番重要だと思っているんですけども、そ

ういうところが役場のシステムに関しては余りつながっていないのかなと思います。

その点、何かまた検討とか、システム的なものであるのであれば、ご答弁願いたい

と思いますけども、よろしくお願いいたします。 

○議長（南部 武司君）   日置総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   お答えをいたします。 

 先ほどシステムの導入に関して、人件費の削減、サービスの向上、当然そういっ

たことも、導入に関しましては検討をしておりますけども、議員ご承知だと思うん

ですけども、職員の定員管理ということがございまして、現在職員２００名でござ

いますけども、平成１７年度に職員２１０名おりまして、平成１７年度から順次職

員を削減して、現在２００名に減らしております。この１０名の職員減がコストダ

ウンにつながっているかというところは大変難しい面もございますし、システムを

導入したことによる作業量の増というのも当然ございますので、２００名の職員の

中で現在のシステムを稼働させていると。サービスの低下にならないような形で作

業を行っているというところでございますので、どうかご理解をいただきたいと思

います。 

○議長（南部 武司君）   近藤治隆議員。 

○１番（近藤 治隆君）   ご答弁ありがとうございます。 

 システムを入れて、利点としては、業務内容を削減できるという利点だと僕は一

番思ってるんですけども、そういう意味で現状、システムに対して仕事量が増えて

きたというのを先ほど言われましたけども、それというのはシステムを入れている

意味がなくなってしまうのではないかなと思っているんですけど、正直なところ。

ちょっとうまいことまとまりませんけど、すみません。その辺はまた今後、自分で

も調べさせてもらいます。 

 もう１つ、町長にご答弁をいただきたい部分がありまして、いろいろ話させてい

ただきますと、システム構築をする上で初期投資とかランニングコストのこととか、

いろいろ考えられるとは思うんですけども、現状一つ問題として、私が議員になら



せてもらってパッとわかったことが一つありまして、入札に行われる際にシステム

のランニングコストが全く反映されていないと。 

 そういう意味でも、システムというのは、ランニングコストを削減していくもの

なのですが、その辺が考慮されていないのはちょっと問題なのかなと思いまして、

先ほど総務部長が言われたように、やはり専門家を派遣して、専門家といいまして

もいろいろいらっしゃいますので、できればそういうのに本当に長けた方を入れて

いただいたりして、今後考えていくのが妥当だと私は思っていますが、町長のご見

解を聞かせていただければと思います。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   私も以前からシステム導入に関しまして、県会議員

時代から行政のシステム導入に関しての不透明さというか、そういうものも気にな

っておりました一人でございますので、今、議員言われたことにつきましては、私

も懸念を抱いております。 

 当町が高いというわけではないんですが、ほかのところも含めて、行政全体が高

いのではないかというような気もいたしておりまして、やはりそこに行政側として

全体がわかるような、そんな職員がいるということでもございませんので、恐らく

県でも、あれだけ大きな組織でも、そんなに長けた人はたくさんはいないだろうと

いうふうに思っておりますが、そんな中で入札の段階で機械を入れてしまえば、あ

とはランニングコストがそのまま入ってくるというような入札になっているのでは

ないかなという疑問だけですけど、そういうことも抱いておりますので、先ほど議

員ご指摘いただきましたように、また、総務部長が答弁させていただきましたよう

に、中立的な専門家にお願いをして、その辺を見直せればというふうなことを思っ

ております。 

○議長（南部 武司君）   近藤治隆議員。 

○１番（近藤 治隆君）   ありがとうございます。 

 町長が言われたように、不透明な部分が私もあると思いまして、今回調べさせて

もらった中でも、なかなか難しいところではあるかなと思っています。難しいとい

うのは、不透明さが僕にはわからないところがありまして。 

 町長言われたように中立的な立場の方というのはもちろん大事です。その上でも、

知識レベルというのも一番重要になってくると思うんですね。知識が中途半端では、

システムを導入する上では偏った考え方になってしまうので、広い知識を持った方

を入れていただけるなら、そういう形で採用していっていただきたいと思っていま

す。 

 これで、私の２つ目の質問を終わらせていただきます。 

 ３つ目の質問に入らせていただきます。 

 エネルギー対策について、質問させていただきます。 



 日本というのはエネルギー資源の貧しい国として、皆さんご承知のように、エネ

ルギー資源がほとんど海外からの輸入に頼っている状態になっています。原子力を

除くと、エネルギー自給率はわずか４％と言われており、東北の地震以降でも、原

子力発電所の事故があったりして、脱原子力と、いろいろと騒がれていますが、そ

ういう動きの中でも日本全体としてもエネルギー自給率というのは上げていかなけ

ればいけないのかなと思っております。 

 現在三重県においても、三重県知事が今回２月末に発表されましたように、メガ

ソーラ計画等が実施されています。東員町としても、やはりエネルギーの確保とい

う意味で、エネルギー自給率を上げるための取り組みは欠かせないのかなと考えて

います。 

 先日の町長の所信表明にもありましたように、その上で一つお聞きしたいのです

が、今後の取り組みに関してどのような取り組みをしていくのかというのを、もう

ちょっと詳細にお聞かせいただきたいのと、今までの取り組みも踏まえて、お聞か

せいただければなと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   エネルギー対策のご質問にお答えをさせていただき

ます。 

 議員ご指摘の脱原発の是非には関係なく、当町といたしましては、将来を見据え

て再生可能エネルギーを有効かつ効果的に活用する「環境配慮型都市」いわゆる「ス

マートコミュニティ」構想に向けて、調査・研究に取り組み始めたところでござい

まして、メガソーラ計画など、太陽光エネルギーを活用したもの、そして員弁川な

どの施設を利用した小水力発電の可能性について、検討を行っております。 

 また、生ごみやもみ殻などに代表されます廃棄物系のバイオマスなんかも考えて

いかなければならないのかなと思いますし、燃料電池、地熱利用など、地球環境に

やさしいエネルギーにつきまして、その活用できる方法を探ってまいりたいという

ふうに考えております。 

 現在の状況といたしましては、町内の農村地域におきまして、多様な再生可能エ

ネルギーが自然界に豊富に存在しておりまして、これらを有効に活用するため、三

重県が事業主体となっております「小水力等農業水利施設利活用促進事業」に昨年

１０月に採択をされまして、農業用施設を利用した小水力発電、あるいは太陽光発

電について、導入可能性の検討と事業効果について、現在調査を行っているところ

でございます。期限はこの３月というふうになっておりますので、この調査結果を

待って、今後の方針を決めてまいりたいというふうに思っております。 



 また、民間の開発事業者からメガソーラ計画の話も今いただいておりまして、本

町といたしましては、民間事業者の方と協調をしまして、こういった問題に取り組

んでまいりたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   近藤治隆議員。 

○１番（近藤 治隆君）   ご答弁ありがとうございます。 

 町長もおっしゃられましたが、民間と連携をとると言われてましたけども、東員

町だけで進めていくのは危険だと私も思ってます。成功も失敗もあるわけですので、

やはりそういう意味でも民間と連携というか、また大学の教授とか、いろいろなと

ころと連携をとっていくべきなんじゃないのかなと。産学官の連携というのは、こ

ういう新しい事業に対しては特に重要だと思っています。 

 ２つ目の質問でもしましたけども、やはり新しい事業というか、技術ですから、

これも専門家を入れるべきなのかなと思ってます。 

 町長がおっしゃられていました小水力発電など、町の資源の棚卸しをしているよ

うな形ですかね。それとも町で小水力発電が有効か、それともまたバイオマスが有

効なのかとか、それを今調べていらっしゃるんですかね。１０月からというのは。 

 お願いします。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   今、県で調査をいただいておりますのは、まず３つ

ございまして、１つは神田土地改良区で、農業用水を活用した小水力発電の可能性、

あるいは採算性、事業性について。それと員弁川第２土地改良区では、土手に太陽

光パネルを並べまして、それで発電をすることに対する可能性、あるいは事業採算

性について、それともう１つ、本町から遺跡を利用した省水力発電についての可能

性、そして事業が採算性が合うかどうかということも含めて、その辺の調査を今い

ただいておるところでございます。 

○議長（南部 武司君）   近藤治隆議員。 

○１番（近藤 治隆君）   ありがとうございます。 

 いろいろ調べられているということで、私としても、今、公共の土地として言わ

れてますし、ほかにもまた公地、民地問わず、塩漬けの土地の割り出しは必要なの

かなと私は考えてます。 

 公共施設の屋根の利用はもちろんなんですけども、新しい技術として、農地の上

にソーラパネルというよりも、ソーラのパイプのようなものを設置して電気を供給

するような技術もありますし、そういう意味で、柔軟な考えでいろいろと調べてい

ただきたいなと思っております。 

 エネルギー対策において、もちろんエネルギー自給率を上げるというのも１つの

利点なんですけども、もう１つの利点として、防災に関しても重要になってくるの

かなと。エネルギー自給率を上げることで防災として大きな役割を持つというのは、



東北震災時の電力会社の復旧が遅れて、工場や民間へ電力供給ができなかったとい

ろいろ聞いてます。テレビでも放映されてましたけど。そういう意味で、東員町で

も災害が起きたときにバックアップ電源として自然エネルギーという意味では必要

なのかなと。例えば小学校とかが避難場所になっていると思いますけども、そこに

ソーラパネルがあれば、またライフラインの一つとして確保できると思ってますし、

災害復旧などにも大きな影響力を持つのではないかなと思ってますので、そういう

ようなお考えというか、そういうのも含めてご答弁をいただければと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   確かに議員ご指摘のように、今、エネルギーに対す

る技術は日進月歩で、いろんな技術が出てきておりますので、そういうことをいろ

いろ勉強させていただきながら導入できればなというふうなことを考えております。 

 災害に対して、自分ところで電気を起こせれば強いじゃないかというご指摘でご

ざいますが、全くそのとおりでございまして、町内でできるだけ自然エネルギーを

利用した発電を考えていければ、送電することはないのですから、ロスがないとい

うメリットもございますし、ちゃんとした耐震にしておけば、災害がもし起こって

停電になったときに、そこから電気が供給してもらえるという利点もございます。 

 そんな中で当町といたしましては、実は昨年ですけど、去年はとりあえず中学校

だったんですけど、学校施設の第一中学校、第二中学校の屋上に太陽光パネルを設

置しようということで予算計上の一歩手前までいったんですが、建物が必ず南を向

いているか、要は太陽に正対しているかどうかというのがありまして、正対してい

ないと発電効率が非常に悪いということもございます。 

 それと屋上へ上げることによって過重が非常に思いですから、今、結構軽いもの

も出てきているようですけども、非常に過重がかかるということで、学校施設の耐

震診断はしてあるんですが、上へそれを乗っけるということによって、また耐震診

断をし直さなければならないのではないかということもこれあり、例えば下へおろ

して、グランドのどこかで発電効率のいいようにできないかとか、いろんなことを

検討しようということで、少し先延ばしをさせていただいておりますが、いずれ学

校施設につきましては、太陽光パネルということは考えていきたいと思っておりま

す。 

 また、先ほどご指摘もありました公共施設の屋根を民間へ貸して発電してもらう

ということもあるんではないかなということ、これも可能性としてはあり得ること

だということでございますので、議員のご提案につきましては、当町といたしまし

ても研究をさせていただきたいというふうに思っております。 

○議長（南部 武司君）   近藤治隆議員。 

○１番（近藤 治隆君）   ありがとうございます。 



 民間へ貸すというのは、私も一つの案だと思います。民間でそういう企業を立ち

上げられる可能性もありますし、今後エネルギー供給としては、本年の７月から売

電価格が定額になるという予定もありますので、そういう意味でも、東員町として

も、いろいろな方向でご検討いただければなと思っています。 

 今回エネルギー対策という意味でも、いろいろ調べさせていただきましたところ、

岩手県岩手郡の葛巻町というところが、またクリーンエネルギー対策の取り組みと

していろいろと行われています。この町も東員町と同じような規模の町ですので、

またをそれを見守るというか、そういうような形で考えていければなと。今後のエ

ネルギービジョンとして、また東員町として、町長のほうでもつくっていただけれ

ばなと思っています。 

 先ほど言いましたように、公地・民地を問わずというのは、民間の土地も含めて、

東員町全体の自然エネルギーを有効活用できる資産を調査する必要はないかなと思

ってます。町長も言われてましたように、現在三重県のほうでも、いろいろ調べら

れていると思うんですけども、ソーラパネルとかになりますと、もっといろんな意

味で、民間の空いている土地とか、そういうところもまた設置できると思いますの

で、そういう意味で今後資産の棚卸しですよね、東員町全体の民間とかを問わず資

産の棚卸しをしていく必要があるのではないかなと思いますので、その辺ちょっと

意見をいただければと思います。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   ご指摘の件ごもっともでございますので、本町とい

たしましても、先ほど公共の屋根という話もさせていただきましたが、それも含め

まして、民間の土地も含めまして、可能性の調査はしていくべきかなというふうに

思っております。 

 先ほども答弁で申し上げました民間事業者からいただいている話も、当然民間の

土地でございまして、それについて、本町といたしましてもできるだけ協力をさせ

ていただきたいというふうなことを思っておりますし、自然エネルギーにつきまし

ては、今年４月から７月の間に、電力会社の売電価格が国によって決まるというふ

うにお聞きしておりますので、それから３年間の間に計画して向こう１５年、その

売電価格でいけるというような計画が今進んでおります。そうなりますと、早くそ

の計画をして、早く事業化したものが勝ちなのかなというようなこともありますの

で、スピード感が必要なんだろうというふうなことを思っておりますので、その辺

にも対応できるように、また民間事業者がそういうことであるならば、できる限り

のバックアップもさせていただきたいというふうに思っております。 

○議長（南部 武司君）   近藤治隆議員。 

○１番（近藤 治隆君）   町長のおっしゃるとおり、スピード感というのはと

ても大切なのかなと私も思ってます。そういう意味で、行政とか専門家とか市民が



考える場をまた設けていただければなと思いまして、今回の質問はこれで終了させ

ていただきます。 

 以上です。 

 ありがとうございました。 


