
○１１番（南部 武司君）   東日本大震災の１日も早い復旧・復興を願いたい

と思っております。 

 今回は通告しました２問を一般質問とさせていただきます。 

 今議会に提出されました議案につき、議案の説明を受けた時にメモをしたことが

余りにも多くあり、全般的にわたるということから、今回あえて質問をさせていた

だくこととなりました。なお、常任委員会で質問できる内容も一部ございますが、

答弁のほど、よろしくお願いしたいと思います。 

 まず、平成２５年度予算につきまして質問します。 

 平成２５年度の当初予算案が提示されました。予算規模は７１億９００万円で、

前年度比１．４％の減、会計全体規模では１２５億６，３４１万円で、前年度比１．

４％の増となっています。景気の影響や税収の減で基金を取り崩し、予算案を計上

されたことを、まずは評価したいと思います。 

 さて、一般会計では前年度比１億円の減となっておりますが、この減となった主

な要因は一体何なのでしょうか。また今後の推移はどのように予測しているのかを

伺いたいと思います。 

 多くの歳入が見込まれないなら歳出を削減するのは理解できます。その歳出の多

くを占めるのが人件費であります。保育園・幼稚園及び小学校の統廃合なども、将

来的には議論しなければならないと考えています。これは単に私の考えなのですが、

東員町として何か考えはお持ちでしょうか。何か計画でもお持ちでしたら伺いたい

と思います。 

 さて、今回の予算編成では５つの基本方針を盛り込み編成したとありますが、議

案配付時には具体的な内容がわかりませんでした。しかし町長の所信表明で具体的

に述べられましたが、通告書どおりの質問とさせていただきます。 

 まず１点目の循環型社会の実現を目指し、ごみの減量化とリサイクル促進事業の

充実とありますが、その具体的な計画と予算を伺います。多くの町民はもとより、

議会でも反対意見の多い雑紙回収袋ですが、今回も啓発ということで、議案説明が

されました。これにこだわる理由は一体何なのでしょうか。 

 ２点目の安心して暮らせる福祉のまちづくりの推進とありますが、具体的にはど

のようなことでしょう。また、予算ではどの部分に反映されているのでしょうか。

昨年度修正により削減された店舗建設の整備費助成を、中間報告もなしに急きょ上

程された理由は一体何なのでしょうか、伺いたいと思います。 

 ３点目の農業問題では、稼ぐことのできる産業としての農業振興とありますが、

これも具体的な内容を伺います。喜び農業推進事業として予算計上されていますが、

このことを指すのでしょうか。 

 内容では用地借り入れ用として４０アールとありますが、どの地区で行おうとす

るものでしょうか。町が予算化したということは、具体的に営農などの団体から打



診があり、計画されたものなのでしょうか。本来町のアドバイスを受けながら営農

法人などを立ち上げ、その団体が自主的に行う事業への補助だと理解しているので

すが、私の考えは間違っているのでしょうか。 

 ４点目の身の丈に合った中心市街地の形成と循環可能な住宅地再生とありますが、

具体的な内容とその予算はどれを指すのでしょうか。また、昨年度予算計上された

東員駅南の開発計画、所信表明で言う町の顔となるコアづくりはどうなっているの

でしょうか。今日までの予算執行内容と、その現状を伺いたいと思います。 

 本年１２月には長深地区にイオンショッピングセンターがオープンしますが、そ

れに伴い、近隣の開発も進むと予想されます。町としては乱開発を防止するような

プランはあるのでしょうか。 

 ５点目の子育て支援教育プランの推進とありますが、これも具体的な内容と予算

規模を伺いたいと思います。子どもの権利条例策定と５歳児の幼稚園無料化、保育

園児の５，０００円免除はわかりますが、ほかに何か目玉があれば伺いたいと思い

ます。 

 平成２５年度では削減された予算も多くあります。私は商工会会員ですが、その

商工業振興事業費のうち、商工会補助金は１００万円以上の減額となっています。

減額理由の１つに、指定者管理となっている東員共同福祉施設の収益があるため、

昨年並みは必要ないから減額になったと一部の人から聞いています。他の施設の指

定管理を廃止した理由に、利益が上がらないから廃止するといい、商工会では利益

があるから補助金削減と、相反する説明がありますが、真意を伺いたいと思います。 

 また、補正予算の歳入で、一般寄附金として、文化協会から７５０万円の入があ

りますが、一般社団法人に組織変更したことで、来年度から補助できなくなると聞

いています。東員町観光協会も同じ理由で補助がなくなると聞いています。その法

的根拠は何なのでしょうか。７５０万円を寄附する段階で、なぜ指導できなかった

のでしょうか。法人税法施行令３条に規定する要件を満たす一般社団法人を非営利

型一般社団法人と言います。収益事業のみ課税され、非営利事業については非課税

となりますが、文化協会と観光協会は非営利団体ではなく、営利団体と理解してい

いのでしょうか。町としての見解を求めたいと思います。 

 また、ＮＰＯ法人も同じだと思いますが、東員町にある補助対象のＮＰＯ法人は、

これからどのような取り扱いになるのでしょうか。 

 以上、非常に多くの質問になってしまいましたが、町長より答弁を求めたいと思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 また必要があれば、担当課の答弁でも結構でございます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（藤田 興一君）   水谷俊郎町長。 



○町長（水谷 俊郎君）   南部議員から、平成２５年度の予算編成につきまし

て、ご質問をいただきましたが、非常に多岐にわたっております。順次ご説明、そ

してお答えを申し上げますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 予算につきましては、当然のことながら予算編成におきまして、徹底した歳出の

抑制を進める必要がありますことから、補助金の見直しを含めた施策の絞り込みを

進めてまいりまして、５つの予算編成基本方針に沿った選択と集中を行いまして、

行政サービスの低下を来さぬよう、経常経費の節減に努め、工事等の投資的経費を

抑えた結果、昨年度予算比率で１．４％、１億円の減、７１億９００万円の平成２

５年度一般会計予算案といたしました。 

 今後の推移予想といたしましては、さらに厳しい財政運営が迫られ、財政の硬直

化は進むものと考えております。町税の増収につきましては、残念ながら即効性の

ある手段はなく、歳出の抑制につきましては、現在の補助金・使用料の見直しにも

限界があるものと考えております。 

 議員ご指摘の保育園、幼稚園、小中学校の統廃合につきましては、周辺市町との

施設数の比較や必要数の分析、今後の児童数の増減傾向を見きわめながら、その可

能性について、教育委員会とも慎重に協議をしていく必要があるものと考えており

ます。 

 次に５つの基本方針の１点目の、循環型社会の実現とごみの減量化などにつきま

してのご質問にお答えをさせていただきます。 

 三重県が平成３２年度に、ＲＤＦ発電施設からの撤退を表明しておりまして、将

来の新たなごみ処理施設の構築や、さらなる資源ごみ回収を図る必要があることか

ら、組織の機構改革により、現在の生活環境課を環境資源課とし、その課内に資源

循環推進室、ご説明させていただいた時には処理施設準備室となっておりますが、

その後、いろいろ議論を重ねまして、最終的に資源循環推進室というふうに名づけ

ました。そういう室を設けます。今後この資源循環推進室としてお答えを申し上げ

ます。この資源循環推進室を設けて、組織の強化を図るものでございます。 

 主なごみの減量化とリサイクル促進事業といたしましては、町の今後のごみ処理

の計画及び方針を決定するための一般廃棄物処理調査業務委託料として、３６０万

２，０００円を計上、生ごみ堆肥化事業を推進するため、平成２４年度に引き続き、

生ごみ堆肥化事業委託料として、１３８万６，０００円を計上いたしております。 

 また、ごみの減量化・分別の啓発を行うため、「ごみのハンドブック」の作成費

用といたしまして７９万８，０００円を、循環型社会の実現を目指し、リサイクル

を促進するため、リサイクルセンター建設のための準備調査費として５０万円を、

それぞれ計上いたしております。 

 次に雑紙回収用袋についてのご質問でございますが、平成２５年度からは、百貨

店等の紙袋や可燃ごみ用の袋等を利用して雑紙回収を進めてまいりたいと考えてお



りまして、専用袋にこだわっているわけではございません。今回の３カ月分の予算

につきましては、移行期間として、町民の皆様の要請に応える備えとして計上をさ

せていただいたところでございます。 

 次に基本方針の２点目、福祉のまちづくりについてでございますが、高齢者の活

動の場づくりを推進するため、シニアクラブや元気老人サロン活動事業への助成金

を、また、障がい者の自立が可能となる働く場づくりを推進するため、障害者福祉

施設整備事業に対する助成金を計上させていただいております。 

 このほか、お子様の発達に応じた早期からの支援を行うことを目的として、地域

福祉課内に発達支援室を設置し、施策の充実を図っております。 

 次に基本方針の３点目でございますが、農業振興について、町内の農業は、水稲

を中心として、転作時期には麦・大豆の作付けがほとんどであり、施設野菜や果樹

等の付加価値をねらえる作物は極めて少ないのが現状でございます。 

 この営農体系は、国の農業施策である農業者戸別所得補償制度による補助金に頼

った農業で、徐々に農業経営者の体力を奪うものであり、また、国の財政状況から

見ても、いつまでもこのような制度が続くものではないと考えております。 

 本来あるべき農業の姿を考えたとき、補助金頼りの農業ではなく、自立した農業、

農家が作った農産物を少なくとも消費者が安心して消費し、また、付加価値をつけ

ることにより、市場で取り引きされることも可能で、喜びを感じながらできる農業

へと少しずつ変えていく必要があります。 

 本町では行政が率先して取り組みを始めることとし、野菜・果樹等の栽培に、知

識と経験を有する専門家の確保を行い、先進地を例に、栽培作物の選定、施設計画

の策定や実証ほ場での検証を行うことにより、参画いただける農業者の掘り起こし

を行うための予算、「喜び農業推進事業」を計上させていただいたところでござい

ます。 

 次に実証ほ場の場所でございますが、ガラス温室周辺を候補地として考えており

まして、地権者への協力、あるいは参加など、お考えも伺いながら進めてまいりた

いと考えております。 

 議員ご指摘のとおり、農業者の方々が自主的に農業法人等を立ち上げ、自立して

いただくことが、本来あるべき姿であると私も考えております。 

 しかし今回の「喜び農業推進事業」の予算は、農業者の方々からの要望により計

上いたしたものではございませんが、先に申し上げましたように、喜びのある農業

経営を行う農家は、残念ながら、町内にほとんどないということが現状でございま

すので、町がその主体となり、先導することで、地域農業の活性化につなげてまい

りたいと考えております。 

 次に基本方針の４点目、中心市街地の形成と循環可能な住宅地の再生についての

ご質問にお答えをいたします。 



 今年度は、将来のまちづくりを担う本町職員による「新まちづくり戦略構想策定

プロジェクトチーム」を発足し、東員町全体の現状を共通認識した上で、分析や検

証及び課題の抽出を行い、将来に向けてのまちづくりの目標や方向を整理したとこ

ろでございます。 

 来年度はこれに基づき、本町全体のまちづくり基本計画を策定するため、町民の

皆様や、まちづくりに精通した学識経験者などの参画をいただき、計画策定に向け

て進めてまいりたいと考えており、これに要する経費を計上させていただいており

ます。 

 次にイオンショッピングセンターの開店に伴う近隣の開発についてのご質問です

が、今後は、（仮称）イオンモール東員のオープンのほか、東海環状自動車道東員

インターチェンジも、平成２７年度に開通すると聞いております。 

 しかしながら、この地域は原則市街化調整区域でもありますので、関係法令に照

らし合わせ、慎重に対応していきたいと考えております。 

 次に基本方針の５点目、子育て支援、教育プランの推進についてでございますが、

平成２５年度からの新たな取り組みといたしましては、子育て支援の一貫としての

保育料減額、母胎に命が宿ってから中学校卒業までの１６年一貫教育プランの策定、

仮称ではございますが「子どもの権利条例」策定などがございます。 

 続きまして、東員町共同福祉施設の指定管理についてでございますが、これまで

経費節減に努め、一定の収益も認められることから、平成２５年度の指定管理料は

減額をさせていただきました。 

 商工会より要望いただいた平成２５年度の補助金につきましては、基幹的な運営

補助金は、要望のとおり、昨年と同額の１，３７０万円を予算計上させていただい

ております。 

 また、特産品開発に対する補助金は、平成２４年度予算にも１００万円を計上さ

せていただいておりますが、現在まで補助申請がなく、実績がないと判断をさせて

いただいて、来年度の予算計上は見送らせていただいております。 

 また、商工祭開催に対する補助金につきましては、平成２４年度の決算状況を見

せていただき、十分、商工会が自らの工夫で運営していただけるのではないか、そ

して補助に頼らなくてもいいのではないかということを判断した上で、来年度は１

００万円を予算計上させていただきました。 

 次に一般社団法人に対する補助につきましては、地方自治法第２３２条の２の規

定により、公益上必要がある場合においては、寄附または補助をすることができる

とされており、補助が公益上必要かどうかを判断する必要がございます。 

 補助を受けようとする団体が公益社団法人であれば、公益上必要と客観的に判断

ができますが、一般社団法人の場合は直ちに判断することが困難なため、東員町文

化協会につきましては、長年、東員町の文化振興に寄与していただき、多大な貢献



をされてきたということを踏まえまして、団体の運営に対する補助から事業委託に

転換を図ったところでございます。 

 なお、文化協会と観光協会は共に営利団体ではなく、議員ご指摘のとおり、非営

利型一般社団法人と認識をしており、税法上取り扱いはＮＰＯ法人と同様であると

考えております。 

 どうぞご理解いただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（藤田 興一君）   南部議員。 

○１１番（南部 武司君）   どうもありがとうございました。 

 少し通告内容で答弁が漏れていたところがあるんですが、通告書に書きました順

番で再質問をしていきたいと思います。 

 これからますます厳しくなる町の財政は理解できます。人件費のことに触れまし

たが、毎年組織が変わる役場の職員を指しているわけではございません。臨時職員

で苦慮している保育園、幼稚園を見直してもよいのではないかと考えています。 

 また、議会の支出が多いと言われるなら、さらなる議員削減や歳費の削減につい

ても議論したいと考えておりますが、政策的なことですので、副町長、どのように

考えるか伺いたいと思います。 

○議長（藤田 興一君）   樋口和人副町長。 

○副町長（樋口 和人君）   ただいま南部議員のほうから、もう少し切り込ん

だらどうかという、議会もその用意があるというようなご質問をいただきました。 

 実はこれ、感覚的な話なんですが、菰野町は４万人の人口がございます。小学校

が５つ、中学校が２つという、ある意味、東員町と比較しますと少ない。翻って東

員町は、私の感覚では小学校６校は少し多いのではないかなという、そんな思いが

ございます。 

 その辺の統廃合の問題を、南部議員のほうからは特定されて、お尋ねをいただき

ました。町長も答弁をさせていただいたとおり、ある一定の時期には、統廃合の問

題は避けて通れないのではないのかなと、そういうふうに私自身も思っております

し、歳出抑制にも、そのことは重要に大きな、ある意味、投げかけをしてくるので

はないかなというふうに考えております。 

 まだまだ今の段階では、目に見えて当町の財政については、ある意味、緊張感が

ない状態ではございますが、もう少し時間を経過しますと、本当に何と申しますか、

危機感を持つような、そんな感じにはなってくるのではないかなというふうに思い

ますので、そこは今後も人件費等々、あるいはいろんな意味での削減については、

ぜい肉をかけていく必要があるのかな、そんなふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（藤田 興一君）   南部議員。 

○１１番（南部 武司君）   ありがとうございます。 



 同じようなことで、校舎の維持管理を含めたことを教育長から聞こうと思ったん

ですが、時間がかかりますので、その次にいきます。 

 雑紙回収袋のことをお聞きしました。雑紙回収袋が好評だと言われるならば、た

った３カ月の予算計上をするのではなく、最低１年間はすべきだと考えます。不評

なら予算計上はすべきでないと考えます。ましてや当初予算に、たった３カ月限り

の予算を提出するということは、これ自体が異様だと思いますが、提案者である町

長、どのように考えますか。 

○議長（藤田 興一君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   先ほども答弁をさせていただきましたように、今年

度、雑紙回収用袋をつくりまして、全戸配布ということでさせていただいて、そし

て雑紙をできるだけ取るんだという意思を見せさせていただきました。一定の効果

はあったと思っております。かなり雑紙に対する町民の皆さんの意識が変わってま

いりまして、こういうものも雑紙なんだ、じゃあこういうものを出そうということ

で、今まで可燃ごみに入れていただいていたものを資源として出していただくとい

うことになって、一定の成果を得られたのかなというふうに思ってます。 

 ただ、雑紙専用袋は非常に紙袋が高いんですね。それで本当に高い袋を全戸配布

して、これからも続けていくのかということになりますと、例えばデパートで買い

物をしたときについてくる紙袋だとか、スーパーで買い物をしたときについてくる

紙袋と、そういうもので出していただいても全く同じですからいいし、例えば段ボ

ールなんかにいっぱい入れてもらって、来てもらって開けてもらうということだっ

ていいし、雑紙回収にはいろんな方法があると思ってます。 

 そういう意味で、この雑紙専用袋を続けていくのかいかないのかというのは、私

としてはそんなにこだわっているわけではなくて、ともかく雑紙を出してもらうと

いうことが必要です。 

 ただ、一応今年そういうものをやりましたものですから、ひょっとすると、その

継続ということを考えていただいている町民の皆さんもいらっしゃるかもわからな

い。まだ残っているものもあります。そういうものを使わせていただきながら、予

備としてこういう形でさせていただいたということでございます。 

○議長（藤田 興一君）   南部議員。 

○１１番（南部 武司君）   ごみ問題につきましては、ほかの議員からも通告

がたくさん出ておりましたので、次の質問といきます。 

 ２点目の問題です。先ほど答弁で一部抜けておりましたんですけど、店舗建設の

整備費助成を、中間報告もなしに急きょ上程された理由というのが聞いてなかった

です。 

それと、私は建設に反対するわけではありません。まずことわっておきます。昨

年の議案説明で私は、町がいずみにパンの製造や販売を押しつけているように受け



止めていたのですが、理事長とお話をしまして、どうしてもやりたい事業というこ

との真意が私は理解できました。 

 この事業は障がい者の社会参加と経済的自立を目指すもので、もうけを度外視し

た事業だと認識しております。ただ、担当者の説明では、売り上げがいくらで、何

年でペイできるというような内容を発言されますと、議会としましては、当然反論

してしまいます。今回の予算では削減項目が多い中、余りにも高額な予算です。土

地は町有地ですから、建築できるように整地し、また北側の道路や南側の道路など

も整備する必要は当然あると思います。土地造成費と道路の整備でマックスいくら

かかるかと見ているのでしょうか。 

 今回使用料の条例も議案として提案されておりますが、将来的にはいずみも例外

ではないと考えております。そこで建物は使用者が建築し、この敷地部分のみ町負

担で整備するという考えはいかがなものでしょうか。お考えを伺いたいと思います。 

○議長（藤田 興一君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   すみません、ちょっと答弁漏れをしていたんですが、

この件に関しましては、私の政策の中で、障がい者の皆さんの働く場所をつくって

いくということの一つでございまして、その中でいずみから、今年度からパンの製

造をしています。そのパンの販売をする場所とともに、軽食などを提供して、来て

いただく人と、要は町民の方、あるいは町外の方もいらっしゃるかわかりませんけ

ど、その方たちとお店で触れ合うということの体験も必要ではないかなということ

のお話をいただきまして、基本的には、すべていずみさんがやるということなんで

すが、それに対して町が補助をしていきましょうということでございます。 

 この件に関しましては、やはり障がい者の皆さんが自立していくためにどうすれ

ばいいかということがありますので、完全に収益を度外視したものではないという

ふうなことを思ってまして、やはり収益も考えていただくことが、町とか、だれの

ためになるというのではなくて、働く人のためになると、将来のためになるという

ふうなことを考えております。 

 去年、この３月でお話をさせていただいて、結局だめになったものを、いきなり

また、中間報告なく上げてきてどうなんやと。まさにそのとおりでございます。私

もそう思ってます。非常に申しわけないというふうに思います。 

○議長（藤田 興一君）   南部議員。 

○１１番（南部 武司君）   そのように言われると、ちょっと次が言いにくい

のですが、今言いました土地の造成、それはいくらで、それだけ町が負担したらど

うかという考えはどうかということを、もう一度お伺いします。 

○議長（藤田 興一君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   お答えいたします。 

 いずみの店の土地造成工事一式で４１０万円ほど、予定しております。 



○議長（藤田 興一君）   南部議員。 

○１１番（南部 武司君）   土地造成は前も説明を受けて、それぐらいと聞い

ておったんですが、ただ、いずみの佐藤理事長としゃべってましたら、北側の道路

や南側の道路なんかも全部一緒にやってもらいたいですわねという話があったんで

す。だからそういうのも含め、なおかつ土地の造成だけを東員町がやり、建物はい

ずみさんがつくるという考えはいかがなものかということを聞いたので、もし答え

がなければいいですけど、あればお伺いしたいと思います。 

○議長（藤田 興一君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   私としましては、今まで同様のことで考えておりま

して、いずみの建設に対して２分の１の補助ということで考えております。 

○議長（藤田 興一君）   南部議員。 

○１１番（南部 武司君）   この問題は、また委員会でも議論があると思いま

すので、次にいきます。 

 ３点目の農業振興対策事業は、ほかの議員からも質問の通告書に書いてございま

すので、次の１点のみ伺います。農地・水保全管理事業ですが、当初３年間の期間

限定と聞いていたんですが、もう６年たってしまいました。一体いつまで続くので

しょうか。また、町内では２つのエコが活動していますが、それぞれの最近の活動

状況を伺いたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（藤田 興一君）   藤井浩二建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   お答えを申し上げます。 

 農地・水保全事業でございますが、平成２３年で前期の国が申しました期間が終

わりまして、本来であれば、もう政策的になくなるというふうに私たちも考えてお

ったわけでございますけども、その後また国のほうが非常に有効的な、地域におき

ましては、農道とか水の水路とか用水機とかというものに関しまして、地域の皆さ

んで取り組んでいただいて、修繕等を行っていただく事業でございますので、さら

に継続する必要があるということから、金額的には、今ちょっと正確な数字は持ち

合わせてございませんけども、少し下がりましたけども、また同じように三和地域

と神田、稲部の２地区で活動をいただいておる状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（藤田 興一君）   南部議員。 

○１１番（南部 武司君）   ありがとうございました。 

 最近の活動状況ということも聞いたんですが、結構です。 

 ４点目、笹尾・城山地区の再生化は本当に可能かどうかということです。本当に

可能だと考えているのでしょうか。どのように行おうとするものなのか、案を聞き

たいと思います。 



 千葉県の佐倉市にユーカリが丘というのがあります。開発した業者の手腕により、

流出防止と流入促進に成功し、視察が相次いでいるまちでございます。千里ニュー

タウンでは、今、ＮＰＯ法人が再活動化に力を入れています。再開発は行政がやる

仕事ではないと思いますが、どう思われるでしょうか。伺いたいと思います。 

○議長（藤田 興一君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   大変難しいことではあると思ってます。 

 というのは、全国的に見ても、今、議員がお話がありましたような成功例という

のは非常に少ないことでございまして、非常に難しいなというふうなことは思って

ます。 

 ただ、これは全国的に同じ問題を抱えた自治体がいっぱいありまして、そして地

域としても、このまま指をくわえて見ていては、非常に財政的にも、地域づくりに

も問題があるというふうなことを考えておりまして、東員町といたしましては、ネ

オポリス地区に若い人を呼び込むような方策が何とかできないかということで、実

は国土交通省、あるいはその関係の団体ですね、それからつくりました大和ハウス

等々、国・県、民間あたりとも今年度から議論を重ねておりまして、いい方策を見

つけて、そしてこれを再生をしていくということは、非常に大きな我々が負ってい

る責任だというふうなことを思っておりますので、非常に難しいことではございま

すが、前向きに進めていかなければならないというふうに思っております。 

○議長（藤田 興一君）   南部議員。 

○１１番（南部 武司君）   ありがとうございました。 

 増税が期待できる施策に住宅地の増加と本社機能を有する企業の進出があります。

しかし大きな企業の町外流出が最近ございます。 

 最近、企業誘致はやっているのでしょうか。現況を伺いたいと思います。 

 また、長深地区の市街化調整区域内の白地部分に、個人や企業からの開発申請が

あった場合、町は先般のイオンの駐車場問題同様、中止させるという考えでしょう

か、伺いたいと思います。 

○議長（藤田 興一君）   樋口副町長。 

○副町長（樋口 和人君）   企業誘致でございますが、残念ながら、いろんな

ところにアンテナを張っているのですが、なかなか難しいという状況でございます。 

 イオン周辺の白地の農地のことだと思うんですが、お尋ねでございました。無下

にだめだと言うつもりはございませんが、何分にも、あの周辺につきましては、イ

オンがオープンしますと、かなり三和地区の生活形態も変わるんではないかなとい

うふうに我々予想しておりますので、それが余り変化がないようなものであれば考

えていきますが、学校等もございます。そういった関係で、慎重に取り扱っていく

必要があるのかなというふうには思っております。 

 以上でございます。 



○議長（藤田 興一君）   南部議員。 

○１１番（南部 武司君）   ありがとうございました。 

 そのイオンについて質問しましたが、オープン後は三孤子川左岸の道路の交通量、

中上・長深線ですか、あそこの交通量の増加が予想されますが、さらに長深から南

大社の方面、あるいはいなべ市の農免道路のほうまでの道路の新設、あるいはその

ような延長するというような計画はないのかどうか、伺いたいと思います。 

 また現在、中上までのオレンジバスですが、オレンジバス東部路線、それの延伸

というか、延長するのが妥当だと考えておりますが、その考えはあるのでしょうか。

及び安全面を考え、中上地区の学童がこのバスを利用するという考えはないのかど

うか。 

 以上、伺いたいと思います。 

○議長（藤田 興一君）   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。 

 高速関連事業で、長深から中上まで、三孤子川の左岸につきましては、歩道つき

の車道を整備させていただきました。当然その段階で、南大社地区への延伸、また

神戸製鋼から三岐をくぐりまして渡りました道路も、農免道路にＴ字路でぶつかっ

ておりまして、その辺も十分考えて検討いたしました。 

 基本的には３６５号線がああいう形で大きく改良されまして、そちらへ本来の交

通を回して交通渋滞を避けたい。集落内に車が多く入るルートについては、整備は

一応見合わせる。今後状況を見ながら、再度また必要があれば、その段階で検討い

たしたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（藤田 興一君）   近藤行弘政策課長。 

○政策課長（近藤 行弘君）   すみません、政策課のほうからお答えします。 

 その前に企業誘致の関係だったんですけども、過去５年間で３件ほど、本社移転

とかやっておりますので、申し添えます。 

 バスの関係なんですけども、中上地区からイオンのほうへ行くバスというのは、

将来的には必要になってくるかと思われます。そういったことも含めまして、今現

在公共交通会議、生活交通を考える会で、いく多の方法、ルート等を検討しており

ますので、そこでまたお考えをいただきまして考えるということ。 

 あと、学童の関係に関しまして、ちょっと私どもからはお答えいたしかねますの

で、申しわけございません、すみません。 

○議長（藤田 興一君）   南部議員。 

○１１番（南部 武司君）   学童のことは、これから議論していただくべきこ

とですので、答弁結構です。 

 時間もありません。２問目にいきます。 



 使用料条例制定について、伺いたいと思います。 

 今回提出されました「議案第６号」の使用料徴収について、伺いたいと思います。 

 議案説明では、ふれあいセンター使用料と学校給食センター使用料だと伺いまし

たが、町所有地物件はほかにも多くあります。町内すべての物件からも徴収するの

が妥当だと考えます。おのおのの物件について、説明を求めたいと思います。 

 また、町所有地に建っている場合は敷地料が発生すると一般的には解釈しますが、

今回はどのように理解すればよいのでしょうか。旧交番跡のシルバー、旧プラムチ

ャンネル跡の文化協会と松の会、社会福祉法人いずみの敷地や、旧笹尾東幼稚園の

一部使用など、扱い方を伺いたいと思います。 

 また、第３条の町長が特別な理由があると認めたとありますが、特別な理由とは

何を指すのか、具体的な内容を伺いたいと思います。 

 平成２５年度予算では、社会福祉協議会への運営補助金予算額が、昨年度より３

４５万６，０００円減額しています。通告書では６１８万６，０００円と記載しま

したが、これは私の記載ミスです。この増額は、直轄となったための職員の給与と

理解していいのでしょうか。この条例によるふれあいセンターの使用料及び給食セ

ンター使用料は年額いくらを予算化されていますか。また、社会福祉協議会は、従

来から何らかの名目で支払いがありますが、間違いはないでしょうか。具体的に実

質いくらの使用料増額と考えればいいのでしょうか。 

 今回の条例制定により、他の施設からの使用料徴収がすべてあるとした場合、総

額でいくらの使用料を試算していたのか、伺いたいと思います。 

 以上、町長からの答弁をお願いします。 

○議長（藤田 興一君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   使用料条例制定についてのご質問にお答えをいたし

ます。 

 まずこの条例制定の理由でございますが、町が有する公有財産は、大きく２つに

分かれておりまして、行政財産と普通財産がございます。行政財産は公用または公

共用に供する財産であり、普通財産は行政財産以外の財産、つまり公用または公共

用に供してはいない財産でございます。 

 提案趣旨説明でもご説明を申し上げましたが、行政財産の使用を許可し、その使

用料の徴収につきましては、地方自治法の第２２５条に基づき、その根拠となる条

例を置くことにより徴収することができると規定されておりますことから、本議案

を上程させていただいたものでございます。 

 今回、行政財産の使用を許可し、料金を徴収しようといたしますのは、ふれあい

センターにおいて、社会福祉協議会が実施している介護サービス事業所として使用

している部分の使用料と、学校給食センターを使用して、民間業者に業務委託する

に当たり、学校給食センターの使用料を徴収するものでございます。これは、それ



ぞれの経理を明確にする必要がございまして、本町が使用料として収入を受けるた

めのものでございます。 

 ご質問をいただきました旧東員交番、旧笹尾第２保育園につきましては、本町の

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例によりまして、公共的団体において公

益事業に供する場合の普通財産の無償貸付として使用していただいております。 

 なお、旧プラムチャンネル施設を使用している文化協会と松の会につきましては、

行政財産の使用であり、本条例の適用となり、一旦使用の許可を出した上で、これ

までの経過や活動内容などを勘案いたしまして、使用料免除の手続きをとることと

いたしております。 

 また、第３条の町長が特別の理由があると認めたときについてでございますが、

原則、使用料は許可の際に納めていただくことといたしておりますが、使用者にお

いて、やむを得ないと認められる場合には、回数を分けて納めることも想定して、

例外規定をつけているものでございます。 

 次に社会福祉協議会への運営補助金が、前年度に比べ、３４５万６，０００円の

増額となったことにつきましては、議員ご指摘のように、ふれあいセンターの管理

を、平成２５年度から直営で行うことにいたしましたことから、平成２２年度から

平成２４年度まで、指定管理委託料として支出してまいりました職員１名分の人件

費の増額と、シニアサークル事業など、社会福祉協議会主催の事業と町主催事業と

の統合などの精査による減額を合算して出したものでございます。 

 ふれあいセンターの使用料につきましては、社会福祉協議会の通所介護事業経理

により、光熱水費を中心に、平成２３年度には、９６１万５，０００円余りのご負

担をいただいております。 

 今回の使用料条例制定に伴い、平成２５年度予算では、土地・建物占有分といた

しまして４８０万円、光熱水費等の使用分といたしまして、７７２万９，０００円

の合計１，２５２万９，０００円を計上いたしており、昨年度と比べ、実質２９１

万４，０００円の増額となっております。 

 最後に、ほかの施設も含めて総額でいくらの使用料を試算しているのかとのご質

問でございますが、今回この条例により計上いたしておりますのは、ふれあいセン

ターと学校給食センターの２施設の使用料でございまして、合わせて９２２万９，

０００円でございます。 

 よろしくご理解いただきますようお願いを申し上げます。 

○議長（藤田 興一君）   南部議員。 

○１１番（南部 武司君）   答弁ありがとうございました。 

 使用料につきましては、通告書の提出後、予算案をゆっくり読んでいたらわかり

ました。この条例は今後も常任委員会で、かなり議論されると思います。 



 そこで伺います。本年から調理業務を民間委託にしますが、入札時にこの使用料

徴収は明記されていたのかどうかということを、まず伺いたいと思います。 

 それと２点目に、当然契約書を作成すると思いますが、該当する給食センター及

びふれあいセンターの土地の地番、地目、地籍及び建物登記の有無を伺いたいと思

います。 

○議長（藤田 興一君）   山下誠司教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（山下 誠司君）   まず給食センターにつきましては、

入札の段階で使用料を明記してございます。 

○議長（藤田 興一君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   お答えさせていただきます。 

 ふれあいセンターにつきましては、土地は山田２０１３番地で、面積が５，８２

２平方メートル、建物も同地番で、面積が２，０９８．６８平方メートルでござい

ます。 

○議長（藤田 興一君）   山下事務局長。 

○教育委員会事務局長（山下 誠司君）   給食センターについても、同じく明

記をさせていただいております。地番まで細かなところは、申しわけございません。 

○議長（藤田 興一君）   南部議員。 

○１１番（南部 武司君）   実は私、登記のことをかなり専門的に知ってます

ので、インターネットで閲覧させていただきました。 

 確かにふれあいセンターの社協の土地はそのとおりで、建物登記は登記簿上はさ

れておりません。鳥取の給食センターにつきましては、地目がまだ田んぼのままで

ございます。これと同じことが、いずみの今の作業所のある土地についても言えま

す。今度建設するパンの工場の予定地は公園ということがわかっておりますが、今

建っております作業所、登記はちゃんといずみでされておりますが、その敷地も公

園になっております。町が宅地に変えよと言いながら、自分たちの公有財産を変え

てないと、このようなことはいかがなものかと思い、わざわざ調べて質問させてい

ただきました。至急登記のほうはやっていただきたいと思います。 

 最後に歳出を見直し、無駄を削減するということは、執行者としては当然のこと

です。しかし執行者から考える削減の対象と、議会を含め、町民目線から見た削減

には大きな差異を覚えます。歳出の多くを占める人件費はどうでしょうか。人件費

を少なくするにはどうしたらいいかという内容が見えてきません。それならば、我々

が無駄だと思える歳出を削減し、それを優秀な職員に育てるためにも、若い職員の

研修費に回してほしいと思います。会社では昇給試験があり、役職にもつきますが、

いまだに年功序列の職場はいかがなものかと思います。もっと勉強してほしいと思

うのは、私だけでしょうか。 



 我々議員も多くない報酬と、わずかな政務活動費で、日々勉強しております。お

互い切磋琢磨して難局を乗り切っていきたいと考え、一般質問を終わらせていただ

きます。 

 ありがとうございました。 


