
○１番（近藤 治隆君）   議席番号１番、近藤治隆です。どうぞ一般質問のほう、よろし

くお願いいたします。 

 一般質問に入る前に１点だけ、皆様にお願いがございまして、私がいただいている時間

は１時間でございます。この１時間というのは重要な時間ですので、内容の濃いものにし

たいと思います。 

 オーストラリアの経済学者が言われてたんですけども、時間こそ最もユニークで乏しい

資源であると。我々人間にとって、とても貴重なレアメタルとかダイヤモンドとかありますけ

ども、実は一番乏しい資源というのは時間であると私は考えてます。だからこそ、この１時

間というものをしっかりとしたものにしていきたいと思いますので、答弁の内容がだらだら

したりとか、的を射ない答弁はご遠慮願いたいと思います。 

 といいましても、私自身まだまだ経験不足で、質問の内容がよくわからないこともあると

思いますので、ぜひともそのときは聞いていただきたいなと思いますし、前回の議運の内

容でもありましたように、確認自体は反問権には当たりませんので、意図がつかめないと

きはぜひとも聞いていただきたいなと思います。 

 では一般質問に入らせていただきます。 

 本日は３つの質問事項がありまして、１つ目が東員インター周辺開発について、２つ目

が自治会介入促進について、３つ目が地域委員会についてでございます。 

 それでは１つ目ですけども、東員インター周辺開発についてですが、私の思いの中で、

平成３２年というのが東員町の大きな分岐点となってくると思っています。平成３２年、あと

６年しかありません。何ができるのか、どのような指針を持っているのか、これによって大

きく左右されるのが平成３２年という年ではないでしょうか。 

 東員インターができるのは平成２７年を予定しておりますが、平成３２年というのは東海

環状線が開通する年でございます。人の流れを呼び、そして物の流れを呼び、その１つの

インターが我が町、東員町に来ているのが現実です。物流も人の流れも偶然で起きるも

のではないと。そこには人の力が加わり、集客するものがあって初めて起こるものです。

それは偶然ではなくて必然と私は考えています。民間の力、そして公共の力が加わって

初めて起こる必然だと思っていますから、そこで東員町としてどのような計画を立てられて

いるのか、そしてどのようなビジョンを描かれているのかをお聞きします。 

 答弁よろしくお願いします。 

○議長（木村 宗朝君）   樋口和人副町長。 

○副町長（樋口 和人君）   おはようございます。 

 近藤治隆議員からは、東員インター周辺の開発、特に東海環状自動車道が平成３２年

には全線供用開始になるということを踏まえ、周辺開発についてのご質問をいただきまし

た。 



 議員ご案内のとおり、東海環状自動車道は、平成２７年度には東員インターが供用開始

をされ、平成３２年には岐阜県美濃市に通ずる西回りが完成をすることで全線開通をする

というふうにお聞きをしてございます。 

 東海環状自動車道の全線開通に伴う効果といたしましては、名古屋圏の各都市がとも

に連結されることにより、都市間の所要時間が短縮され、移動の利便性が向上し、名古

屋港、あるいは四日市港からの物流の効率化や、中部圏の産業活動の活発化が非常に

期待をされているところでございます。 

 さて、議員お尋ねの東員インター周辺でございますが、既にイオンモールが昨年１１月２

３日にオープンをされ、イオンモールが出店をされたことはご承知のとおりでございます。

残されたインター周辺の多くは農業振興地域でございまして、開発には、現在のところ関

係諸法の制約がございますことから、なかなか難しいのではないかというような認識をい

たしておるところでございます。 

 したがいまして、現在のところは特に町としては新たな開発計画を持ち合わせておりま

せんし、また、企業からのそういった開発相談、あるいは開発要請も、今のところございま

せん。 

 農業振興地域は優良農地でございまして、そこ以外での開発につきましては、厳しい条

件はつきますものの、可能かと思われますので、そのような相談、あるいは要請がござい

ましたら、関係機関と十分協議を進め、議論をしてまいりたいと考えておりますので、ご理

解賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（木村 宗朝君）   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。 

 いわゆるビジョンも何もないと。正直残念な思いで仕方がないのですけども。 

 東員町でもどこの市町でも、都市計画マスタープランというのがありまして、多少なりとも

そういう計画を練っていくのがマスタープランだと私は思っておるんですけども、これらの

ビジョンとか計画のことを話し始めますと、確実に出てくるのが都市計画マスタープランの

都市マスだと思うんですよね。 

 都市マスを見てみますと、道路整備に関する整備方針図というのがありまして、その中

に重要な町内幹線道路計画も書かれています。それに関しては、ちょうどイオンの前の道

を北大社、笹尾・長深線と書いてありまして、これは町の中心に当たる南北の道をつなぐ

線になるんですけども、こういうのも私は一つ、イオンモールというか、インターの周りの開

発にも重要なキーワードになってくるのかなと思っているんですけども、それが実際問題、

議員の皆様も言われてますように、役場の前ではクランクして交番の前ではぶつかるよう

な、何とも不便な道となっています。 

 都市計画図を見ると、実際ネオポリスの入り口にまで突き抜けているはずなんですけど

も、それすらも全く手がついてない状態だというのを認識しています。 



 都市計画を立てていく上で、道というのは動脈というか、枠組みというか、骨組みという

か、そういうのが正直進んでいない状態で、実際に計画はないと言われてますけども、都

市マス自体の計画はあるので、それすらも進んでいないということは、東員町というのは

計画自体が絵空事になっているのかなと。その辺、都市マスに関して、そしたらどれほど

重要に考えられているのか、逆に言えば軽視されているのかもしれないのですけども、そ

の辺のお考えをお聞かせください。 

○議長（木村 宗朝君）   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。 

 今、議員からご指摘のございました都市計画マスタープランに基づきました都市計画道

路でございますが、私ども、東海環状自動車道が来るということで、東員インターの位置

が決定した段階で最終的な都市計画道路の見直しが行われております。 

 議員ご指摘の、笹尾・城山の団地ができました時に、一度、都市計画道路はその団地

のほうも向いて真っすぐ抜ける、いわゆる大沢のコンビニエンスストアがあるところでござ

いますが、あのところから真っすぐ抜けたり、また東員町の役場のあたりには、いわゆる

中央大橋を渡ってまいりまして、役場の前を通り抜けて、今現在東員駅となっております

ところを高架をして、笹尾のほうへ向いていくという道路計画になっております。 

 私も見直しについてはいろいろできないのかということも、担当と協議をしておる中で、

平成２１年には一度、役場の付近の見直しも行い、基礎的な数値も出したようでございま

すが、さらに今回、役場と文化センターの間を通っております道につきましては、文化的施

設、公共施設の真ん中を幹線道路が通るということはいかがなものかということから、消

防署のほうから南へ向いて真っすぐ文化センターの横を通って、かなりの高低差はありま

すが、水道の水源地の近くで原道にタッチして中央大橋に行けないかというような、今現

在一つのルートの見直しを行っております。これは一つの事例でございますが、こういう見

直しを行い、都市計画審議会に諮り、なおかつその事業主体はどこかと決めて改良に入

っていきたい。これについては県のほうにも要望を上げさせていただいて少しずつ動いて

おる状況でございます。 

 確かに昭和４６年に都市計画決定を行いまして、それこそ５０年とは言いませんが、４０

何年たちました。遅々として進んでこなかった都市計画事業については、本当に反省する

ところでございまして、今後は部分ではございますが、少しでも改良ができるように努力し

てまいりたいと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（木村 宗朝君）   近藤議員。 

○１番（近藤 治隆君）   改良されていくということをお聞きしましたけども、これを調べ

る上で、実は県にも行ってきまして、先ほど絵空事とまで言いましたのは、その理由もあり

まして、改良されていくのであれば問題はないんですけども、実際、県のほうでは都市計

画マスタープランというのは桑名都市計画に入ってくると思うんですけど、桑名都市計画

は遅れているんですよねと一言言われたんですよ。 



 なぜかというと、三重県の考えとしては、都市マスタープラン自体が現実的に不可能で

あるような道を書かれている市町が多くなってきたために、見直しをかけてくださいという

のは、もう桑名都市計画のほうには通達は出しておりますと、そういうことを聞きまして、そ

のことを東員町のほうでは全く聞いていなかったもので愕然としたわけですけども。であれ

ば東員町もしっかりとした道、いわゆるメインフレーム自体を都市マスはしっかりと考え直

さなければいけないのかなと思ってますので、それついては先ほど答弁いただいたように、

ぜひとも早急にマスタープランのほうを見直していただきたいなと思います。 

 マスタープランのほうにほかにもありまして、２項目めの都市核の形成というところです

かね、代表題で言うと。タイトルに対して３つの計画が記載されています。東員町の核とな

る計画なので、もちろんインターとか関係してくると思うんですけども、東員インター周辺の

流通業務機能、商業機能を中心とした複合的地域の整備の推進が１つ目、２つ目が東員

町役場周辺において町民の生活や文化の交流拠点としての充足ですかね、ちょっとざっく

り言ってるので端折っている部分がありますけども、３つ目が桑名中央東員線、いわゆる

員弁街道と北大社、笹尾・長深線、先ほど言った道の合流する地点、交番の前になるん

ですかね、土地区画整理事業を促進し、住居機能、商業機能を中心とした拠点形成に努

めるというふうに書かれています。 

 これは多分、東員町としてマスタープランというぐらいですから、中心として考えていく事

業の核となる部分だとは思うんですけども、２番に関してはある程度進んでいるのかなと、

正直、定規がないのでわかりません。ただ、１番や３番に関してはどのように促進している

のか、正直見えてこないんですけども、その辺を今現状で何を促進していて、どのようなこ

とをされているのかをお聞きします。 

 よろしくお願いします。 

○議長（木村 宗朝君）   藤井建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   すみません、ちょっと都市マスタープランを後ろからいた

だいておりましたので、答弁的に相違がありましたら、またご指摘をいただきたいと思いま

す。 

 まずインター付近の開発等の考え方でございますけども、議員もご承知のとおり、インタ

ーチェンジの付近の規制は農地法と都市計画法で縛られております。これは緩和ではなく

て、基本的に申請があったら、その土地をそういうふうに見なすというふうな形でございま

して、東員インターに限らなくていいのですが、インターチェンジの入り口から半径およそ３

００メートル、その円に入る農地については申請があればその農地を、例えば１種農地で

あっても３種農地に見直す、これが１つの規制でございます。 

 そういう規制の円を描いてみますと、今現在、国道３６５号東員インターの入り口、現地

にこの間行っていただきましたので、わかっていただけると思いますが、入り口のちょうど

三孤子川の南で西に当たるところ、高さ的には１０メートルぐらい低いですかね、そこの地

域の約４．３ヘクタールぐらい、４ヘクタールちょっと、それと今度は高速道路の東側で、イ



ンターチェンジの東側の三孤子川を挟んで１．２ヘクタールと１．４ヘクタールの合わせて２．

５～２．７ヘクタールぐらいの土地がその土地に当たります。農地法では、農地の規制に

ついてはそういう規制を外れることができますが、これについては外れても誘致のしにくい

土地ではないかなと、これは私的な感覚でございますが、思っております。 

 もう１つは、開発の関係の都市計画法で定めておりますのは、入り口から、まず約１キロ

メートル未満、１キロの円を書いていただいた中に入る幹線、この幹線には大規模の流通

施設が可能だと。今度はその１キロから５キロまでは、特定流通施設の設置が可能だと。

幹線には細かく詳細に規定されておりまして、６メートルの幅員が要るとか、るる規制はあ

りますが、そのような規制がなされております。 

 本町としてはまずそういうことと、もう１つ、都市計画のマスタープランの、今、近藤議員

がおっしゃいました土地の利用形態の第一の法は国土利用計画法でありまして、都市計

画法はゾーン的には設定はいたしますが、詳しくは設定せずに、いわゆるこのあたりを例

えば住居系にするとか、このあたりを商業系にするとかというアバウトな決め方で利用推

進をしてまいります。最終的にはきちっとした１種住宅用地とか商業地とかという決めをし

ますが、あくまでも将来的なゾーンの設定として、そういうゾーン設定があります。 

 何もしてこなかったのかということではなくて、例えば東員交番から東員駅までについて

は、市街化区域のすぐお隣でございますので、これについては区画整理事業ができない

かということで、国のお金も使わせていただいて、調査を行ったこともございます。しかしな

がらいわゆる費用的なもの、所有者の意向等々で、今、計画は中止となっております。 

 あと、質問内容があれですので、また再質問をお願いできますでしょうか。 

○議長（木村 宗朝君）   近藤議員。 

○１番（近藤 治隆君）   ありがとうございます。言われていることは重々わかりまして、

ただ、私が聞いているのは、どういう推進をされてきたのかということなんですよね。 

 例えば１番の東員インター周辺のところに関して言うと、先ほどの答弁を聞くと、基本的

には受け側ですと言われているんですけど、実際、マスタープランには推進すると書かれ

ているんですね。これに関してはちょっと違いがあるので、その辺どういうふうなお考えな

のか聞きたいのと、あとは３番のいわゆる交番の前とかの区画整理とかそういうのを計画

されてきたというふうに言われてますけども、現状で問題になっているのは第１種住居地

域という区画とかで、入りが５０％程度しかないというふうに聞いているんですけども、そ

れが８０％程度まで埋まらないと、実際問題、住居用地域自体は増やせないのかなという

感覚があるので、増やす増やさないの論点はあるんですけども、それは別として、それが

埋まっていかないというのも、東員町の計画の中ではなかなか進んでいないというふうな

状況が見えてくるんですけども、その部分に対して土地区画の整理をしたというのは聞い

てないんですけども、その辺はどのようにお考えなのかというのを、２つお答えください。 

○議長（木村 宗朝君）   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。 



 まず第１点目のインター周辺の可能な土地があるやないかと、それについての推進は、

ということでございますが、先ほど副町長も答弁させていただきましたが、いわゆる受け側

は受け側でございます。今現在なかなかそういうことに対して私どもは誘致をするという、

例えば工業団地等々があっても、なかなか誘致活動が、周辺の市町が一生懸命やられ

ても埋まっていかない状況のもとで、私どもが進んで誘致をかけて、あそこの位置に誘致

をするというのは非常に難しいのではないかというふうに思っております。 

 誘致については政策部門でございますが、そういうふうに考えております。しかしながら、

例えばある企業がここへ何かやりたいということであれば、私どもはそれについては汗を

かかせていただいて、地域に入らせていただいて、いろんなことをご相談をさせていただ

きたいというふうには思っております。 

 でありますので、推進という言葉は、そういうふうな形でとらえていただければと考えて

おります。 

 工場の前の区画整理のことでございますけども、現実的には費用まで出しまして、あの

当時は約３４～３５億円のお金が必要ということで試算ができました。３４～３５億円につい

て、当然区画整理でございますので、区画をやられる方が持っていただくならばということ

でご提案をさせていただきましたが、地主の中にはそんな投資はしたくない、役場が投資

をするならそれに乗っていこうという話でございましたけども、なかなか３４～３５億円のお

金をそこへ投じることについては非常に困難だと判断をいたしまして、その計画について

は中止をさせていただいたと私は記憶にございます。 

 もう１つは住居系になかなか入っていってない。今、議員ご指摘のとおり、約５０％の入

居率でございます。これについては例えば六把野の小学校の駅前であれば、ほ場整備の

後で緑農住区でやらせていただいた、前の形でございますので、いつでも住居としては整

備はできますが、鳥取の市街地ではないのですが、旧住宅地につきましては、区画整理

をしていないところに法の色塗りをしてありますので、それについてはなかなか進まない

点、またスプロールした、いわゆる虫食い状態の土地が現に市街化区域にあることは認

識をいたしております。 

 しかしながら最近、２～３戸の住宅開発も鳥取地内におきましては民間でやっていただ

いておりまして、少しずつですが、解消の方向に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（木村 宗朝君）   近藤議員。 

○１番（近藤 治隆君）   ありがとうございました。 

 カーマ周りというか、交番周りはインターの話とズレているので戻しますけども、その点

に関してはまた後々でいろいろ聞きにいきますので、よろしくお願いします。 

 インター周りの複合施設の状況ですね、確かに受け入れとしてはそれでいいのかなとは

思うんですが、ちょっと気になる点がありまして、東員町が指針を出していかないと、道を



つくるというか、工場を建設したときに乱雑に設置されては土地の有効活用ができないの

ではないかなという考えがよぎっているんですけども。 

 車もそうなんですけども、骨組みがしっかりしてないとどんどんゆがんでいくと。東員町な

んかは日本の全体的なことと同じで、土地がない町でございますので、ぜひとも土地の有

効活用をしたいと思うんですよね。その上で、東員町がしっかりとした区画を出していかな

いことには、あっちのほうが土地が安かったので、隣を例えば１０メートルぐらい空けて建

てるわとか、そんな余分な土地がいっぱい余ってくるのかなと思いますので、そういう意味

でも、しっかりとした枠組みを東員町が出していくべきではないかと思っています。 

 それに対するどうしてもデメリット等も出てくると思いますが、その辺もしっかりと考えて

いただきたいなと思っています。 

 東員インターの周りというと、やはり農地ですので、農地のことについていろいろ聞きた

いんですけども、東員町としては、先ほど同僚議員の方も質問されていましたので大体の

ことはわかってきたんですけども、ただ、私の思いもありまして、今の日本では農地を保全

していくという方向で基本的には指針は出されてますけども、インターができた時点で農

地転用が可能と。これはある意味矛盾しているのかなと。でもそこを先ほども言いました

ように、無計画な建屋が建てられては、農地もまばらになっていって、今例えば営農され

る方というのは、１反の田んぼを使って営農するというのは非常に困難である。３反でも難

しいかなと思ってます。実際、１町とかの大規模なところを大きな耕作機械を入れて一気

にやったほうが効率的な農地ではあるのかなと。そういう意味でも、まとまった農地という

のは確かに私ども重要な場所だと思っているんですね。 

 ちょうどインターの周りというのは、本当にまとまった農地であると思ってまして、これか

ら減反政策になったり、ＴＰＰが入ってくるかどうか確定ではないですけども、ある程度の

規模の農業を考えていかなければ生き残れない時代になってくるのかなというのは、何と

なく新聞等々でも言われています。その中で町長の言われている付加価値のある農作物

をつくるのは、もちろんいいことだと思うんですけども、それでもまとまった農地があったほ

うが効率的であるのかなと。 

 昨日の答弁でもありましたね。秋田の１５ヘクタールの何とかというお話もありましたけ

ども、実際１５ヘクタールというのは広大な土地ですので、これも農地が大きいからこそ成

功した事例なのかなと私は思ってまして、町としても、乱雑に建物が建っては農地も分散

してしまうと思うんですね。そういう意味ではしっかりとした線引きなり、指針を出していくべ

きなんじゃないかなと思っているんですけども、その辺のお考えをお聞かせください。 

○議長（木村 宗朝君）   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。 

 基本的に最後に近藤議員がおっしゃられた農地を守るということは、農地法とかではなく

て、農業地域振興整備に関する法律というのがありまして、これに基づいて東員町として

は東員町の農業地域整備計画書というのをつくっております。これはまさしく議員がおっし



ゃられました、農地を守るための整備計画でございまして、それに基づいて今現在、地図

で見ますと黄色地、いわゆる農振農用地というような土地を設置をさせていただいて、き

ちっと線引きをして農地を守らせていただいてます。 

 これについては、いわゆるなぜそこの農地を守るんだということもきちっと書かさせてい

ただいて、そこにはこういう経営をやっていくんだ、こういう方針で農業生産の基盤をつくる

んだということも書かさせていただいて、整備計画書をつくり農地を守らせていただいてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（木村 宗朝君）   近藤議員。 

○１番（近藤 治隆君）   すみません。質問の意図がとらえられなかったみたいなので。

農振法のことだと思うんですけども、実際、農地を守っていくのは重要だと思ってまして、

その中でインターが来るということは、農振がかかっている部分でも、多少なりとも建屋を

建てることができるということになってくるんですけども、あそこまで大きな農地をまばらに

建てられては、農地自体も余り生かせないような形になってしまうと問題があると思ってい

るんですね。だからこそそういう意味で、全てが受けとしてとらえるんではなくて、東員町と

してのある程度の指針を出していかないと、農地もばらばらになって、使えない農地とは

言いづらいですけども、使いにくい農地が生まれてくるんではないかという懸念がありまし

て、その辺はどういうふうにお考えなのかということをお伺いしたいんですけども。 

○議長（木村 宗朝君）   藤井建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   議員お尋ねの、農地が例えば虫食いでという前提でお

話でございますが、私が申しました農用振興地域整備計画書の例えば一部分、農振農用

地の一番端のところの１，０００平米に新家を建てたいとかという形で申請が上がった場

合、その計画の善し悪しまで、この整備計画書の中で論議をいたしまして修正をしていき

ます。そこまできちっとした整備計画書でございます。 

 農業委員会のことは農地法の中で論議をされまして、その許可権はあるわけですが、

農振農用地を外すという言葉は悪いですけども、その土地を一般的な農地にする場合は、

この整備計画書の見直しをして、１件１件、それで外しております。 

 でありますので、例えばここを外す、ここを外すではなくて、きちっとした論理、根拠がな

い場合は、普通の農地にはなってまいりません。これが大きな法律でございまして、今の

農地が虫食い状態にはならないのは、この整備計画、整備法がありますことからなってい

ないということで、ご理解いただきたいということでございます。 

 しっかりとした線引きは、いわゆる整備計画書でさせていただいているということを先ほ

どご答弁させていただきました。 

 以上でございます。 

○議長（木村 宗朝君）   近藤議員。 

○１番（近藤 治隆君）   ありがとうございます。 



 何となく理解できましたけども、ただ、すみません、私も議員になってまだまだ年数もたっ

てなくて全然わからないところもあるんですけども、農地をざっと地図で眺めてみると、

点々としたものがいっぱいありますよね。例えば本当に１反ぐらいしかないような飛び出た

農地とかもありますし、県道にぶった切られたのか、はっきりわかりませんけども、その辺

とか考えると、そこまで本当にしっかりとしたもので守られているようには思いづらいなと

いうところがありまして、今の都市マスも含めて、農地も含めて、もともとあるところに全て

当てはめたような形にされているような気がするんですね。 

 そういう意味で、本当の意味で計画どおりにいっているのかなと。ちゃんと計画を練って、

もともと設置されたものなのかなというような疑問を抱かれます、正直。そういう意味で、も

っと将来的なことを考えて、今度いつになるのかなというのはちょっとわからないんですけ

ども、都市マスでも農地のほうでも、しっかりとしたものを出していっていただきたいなと思

います。 

 １つ目の最後にはなるんですけども、私が言いたいのは、私たちの住んでいる日本とい

うのは土地がない。先ほども言いましたけども、本町も土地がないんですよ。それで有効

活用と私は思ってます。 

 乱雑になれば耕作放棄地も出てきますし、それなりの全て受けて、東員町が民間から来

たことを受ける、それに対していいのか悪いのか判断して進めていくのでは、それこそ虫

食いのような土地がいっぱい生まれてくるのかなというのを思ってまして、それが農地に

関したことでもなく、商業地でも住居地でもそうだとは思うんですけども、東員町の場合、５

０％といったら正直計画を練った時点で、ある程度計画というのは先を見越して話していく

話なので、その中で５０％しか埋まっていないような計画を立てているという時点でおかし

いのかなと、今思えば思うんですけども、その当時はよかったのかもしれませんが。 

 そういう意味でもう一度都市マスの見直し、そして道路計画の見直しというのは絶対必

要になってくるのかなと。お金もないと、そういうふうに言われたらなかなか難しいところも

あるのかもしれませんけど、お金がないからこそ、計画の見直しが必要なんじゃないかな

と思っていますので、ぜひともいろいろな土地を有効活用するために見直していただきた

いなというので、私の１つ目の質問を終わらせていただきます。 

 ２つ目に関してですが、自治会加入促進についてですが、なぜ私がこのことを質問する

のかといいますと、実は実体験をもとに話しているわけです。どういう実体験かというと、

私は自治会加入というのはすごい重要だと思っているから、この話をするんです。 

 現代社会というか、インターネットができたということで、すごい革新的なツールができた

わけですよ。正直、２０年、３０年前のモラル自体もすべて吹っ飛ぶような革新的なツール

なんですけども、人間と接していなくても人とコミュニケーションが容易になりまして、私が

経営しているシステム会社では、システム開発に関してはほとんど東京のお客様です。東

京のお客様というのが、年に１回会うか会わないか、実際のお金をやりとりしている企業



でもそういう状況が生まれているのが今の世界だと思っています。メールのやりとりと電話

のやりとり、そしてインターネットでのデータのやりとりだけで仕事が成立しています。 

 私が議員になる前は、正直、周りの方なんかはあの人は何をしとんのやろうなと思って

おったと思うんですよ。家から出てこないし、出てきても仕事をしているのかどうかわから

ない状況なので。そういうような現実を受けとめると、先日、川瀬議員が言われていたネッ

ト依存というのは、私はある意味体験しているのかなと思います。 

 実際にネット依存としては、仮想世界というか、ゲームの世界とかにのめり込んだことも

ありまして、１週間部屋から出ないことも多々ありました。人間というのは不思議なもので、

太陽に当たらないとめいってきます。体も弱ってきます。 

 私は運よく、今の妻と会ったというのもありまして、また政治の道を見つけたというのもあ

りまして、こういう席に立っているわけですけども、若い世代の多くの方は、正直ネット依

存とまでいわなくても、ネットに依存している方はかなりいらっしゃいます。コミュニケーショ

ンの主なツールがメール、そしてラインというふうに、いろいろな弊害も起こってきているの

が現実なんですけども、就職してすぐやめていく方が増えているのは、正直僕はネット依

存による影響が大きいのかなと思っています。匿名で書き込んで罪悪感の希薄化が進ん

でいって、人と会話しても会話経験の薄さから目を見て話せない人が多々います。 

 こんな人たちがまた年をとって助けられる側になったときに、一つお願いするのは、すご

いストレスになると思うんですね。私が思うのは、私が実際に経験したことで、ネットでのコ

ミュニケーションを進めれば進めるほど、人にお願いをすることが苦手になっていくという

は確かだと思うんですよ。 

 このようなことから、教育の現場でいろいろ改めていただくことも必要だと思うんですけど

も、もう１つ、私が重要だと思っているのは、やはり横のつながりである自治会です。地域

で子どもを育てようとか、地域の人がともに苦労をして、ともに楽しんで輪をつくることが、

それこそが人を育てることではないかと思っています。それが地域活動であって、祭りで

あって、コミュニケーションなのかなと。 

 町長が言われてました、みんなが楽しめるコミュニティーとか、コミュニケーションもあり

ましたけども、３０年、４０年たった後のことを考えると、ネット依存の方が実際に皆さんに

助けられる側になったときとか、皆さんにお願いしなければいけないときとかというのは、

３０年、４０年たたなくてもそうなのかもしれませんが、外に出てコミュニティーに参加して、

わいわいとできるのかなというのは、ちょっと半信半疑なところがありまして、若いうちから

自治会活動とか、いわゆる半強制的なものにかかわっていくことで得られる、形のないこ

れも資産ができ上がるのではないかと考えています。 

 そのほかにも自治会の推進としては、震災でわかったことは、皆様もご存じのように共

助の部分が大きな役割を担うということもわかっていることです。そのような意味合いも含

めまして、私は自治会加入の促進を進めるべきと考えていますけども、執行部の皆さんも



ご存じのように、これからの時代は自治会なくしては行政運営は厳しくなってくると思って

ます。 

 そこで質問です。自治会加入促進として、どのようなことを今、行政として行っているの

か、また加入していない方のことをどのように受けとめられているのかをお聞きします。 

○議長（木村 宗朝君）   岩田利弘生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   近藤議員の自治会加入促進についてのご質問に

お答えいたします。 

 自治会とは、地域に住む人々が日ごろから親睦と交流を通して連帯感を深め、地域に

共通するさまざまな課題を解決し、住民同士が安全安心で暮らしていくために、自主的に

活動を行っていただいている住民自治組織であります。 

 本町の平成２５年度における自治会加入率は８６％となっております。近隣の市町の自

治会加入率を申し上げますと、桑名市が８７％、菰野町が８１％、いなべ市が７３％となっ

ておりまして、東員町が決して低いわけではございませんが、原因としましては、民間の

アパートなどが増えていることも、未加入世帯の増加の要因と考えております。 

 自治会に加入することは、地域での支え合いや災害時の助け合いにつながりますこと

から、本町といたしましても転入時に窓口で自治会加入の案内チラシの配布や、町のホ

ームページに自治会の案内を周知するなど、加入促進を図っているところでございます。 

 また、加入されない理由といたしましては近隣関係の希薄化、コミュニティー活動に対す

る負担感、近所づき合いのわずらわしさ、役員になりたくないなど、価値観の多様化が大

きな要因と言われております。 

 自治会はあくまで任意団体の組織でありまして、強制的に加入していただくことは困難

でありますが、災害時を含め、子どもや高齢者の見守り活動など、地域住民がお互いに

助け合い、安心して暮らせる環境づくりができるよう、行政といたしましても、自治会加入

率の向上のために、今後も引き続き自治会加入の促進を図ってまいりたいと考えており

ます。 

 何とぞご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（木村 宗朝君）   近藤議員。 

○１番（近藤 治隆君）   ありがとうございます。 

 思いどおり任意団体という言葉が出てきたので、自治会は任意団体というのはわかって

ます。だからこそ法的拘束力もなければ強制力もないわけですけども、しかし逆手にとっ

て一つの例を挙げさせていただきますと、マンションなどの入居条件として組んでいるとこ

ろもあります。自治会加入が入居条件でございますと。これは法的拘束力もないので、逆

にマンションの１つのルールとして提示されているわけですけども。 

 自治会加入を強制していないとはいえ、強制したところで法的に拘束されることもないわ

けです。それは実際にマンションとかでも、加入条件として言われているのに問題視され

てないということは、間違いなく法的なルールはないのかなと思ってまして、その時点で賃



貸物件に対して、いろいろな市町村のことを見ていると、自治会加入の協定を結んでいる

市町村があります。いわゆるマンションとかアパートに対して協定を結ばせていただいて、

部屋に入居される方へ自治会の加入をお願いしますというルールをつくってくださいという

協定だと思うんですけども、そういうことを東員町もひとつ進めてはいかがかなと思います

が。 

 現存するマンションとかアパートというのは難しいのかもしれませんが、今後建ってくる

か建たないかははっきりわかりませんけども、そういうのは推進というか協定を結んで自

治会加入を促進していただきたいなと思いますし、できるのであれば、現存の賃貸物件と

かもそういう形にしていただけると、自治会加入率が９０％であろうが、９９％であろうが、

１００パーセントにしてほしいと僕は思ってますので、１人でも横のつながりというのを持っ

て共助の部分を強めていこう、防災の部分でしっかりとしたものを強めていこうという考え

ですので、１００パーセントに向けて頑張っていただきたいと思います。 

 これに関して１つだけ、どうしても聞いておきたいことがありまして、任意団体ですので強

制できないというのはわかるんですけども、この強制ができないというのは根本的に何を

もって強制ができないと言っているのかがわからないんですけども。例えば法的に任意団

体、例えばお金も交付金として出しているのに、それに対して全く強制力がないというの

が私には全く理解できないんですが、その辺、論じていただきたいと思います。 

○議長（木村 宗朝君）   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。 

 先ほどもお答えさせていただきましたように、任意団体ということで、任意というところに

強制力がないということで判断させていただいております。 

 以上です。 

○議長（木村 宗朝君）   近藤議員。 

○１番（近藤 治隆君）   水掛け論になりそうな話になってきたのでやめておきますけど

も、要するに任意団体でもお願いすることはできるわけで、それが例えばお金を渡してい

る町が言ってきたことを、ほとんどの人が嫌ですということは、ほぼないと思うんですよ。そ

れに対して私の言い方が悪いので強制力と言っているのかもしれないですけども、実際

そういうふうに加入していただけるような協定を結ぶとか、自治会加入促進マニュアルを

町から提示する、またはハンドブックをつくって自治会加入の促進を、こういう形でしたら

いいんですよというようなものを東員町からつくってはいかがかと思うんですけども、その

辺のお考えをお聞かせください。 

○議長（木村 宗朝君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   近藤議員がおっしゃいますように、自治会加入の促

進におきましては、未加入世帯とか退会の申し出が現在のところ増加傾向にありまして、

問題点につきましては自治会活動の衰退が危惧されていると、行政協力員会議中でも話

し合われております。 



 子育てとか福祉、防災や防犯の面からも自治会のかかわりは大きく、多面的に自治会

加入を促進する必要があると考えております。 

 先ほど近藤議員ご提案のように、他市町ではマンションとかアパートとか、その辺につい

ての協定とか、いろいろやっている市町がございますので、そのあたりにつきましても今

後勉強させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（木村 宗朝君）   近藤議員。 

○１番（近藤 治隆君）   すみません、答弁漏れだと思うんですけども、マニュアルとハ

ンドブックをつくってみてはいかがですかというのは、どう考えていらっしゃるか、お願いし

ます。 

○議長（木村 宗朝君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   マニュアルとハンドブックにつきましても、一度研究

させていただきたいと考えております。 

○議長（木村 宗朝君）   近藤議員。 

○１番（近藤 治隆君）   ぜひとも前向きに研究というより検討していただきたいなと思

いますけども、これで２つ目の質問を終わらせていただきます。 

 実は３つ目も、ほとんど自治会に関してと同じような形だと私は思ってまして、ただ、地域

委員会についてということで、いわゆる自治会組織をもう少し大きくして権限を委譲したよ

うな形のものが地域委員会と言われてまして、全国の市町で地域委員会を発足して、市

町が権限を委譲して地域に合った対応ができることとか、地域防災、祭りとか、東員町の

中でも地域に合った柔軟な対応が可能になっていくことができるなと。ただ、住民の方に

はどうしても手間が増えるところもあるかもしれませんけども、今現在、自治会長とかがさ

れている仕事の総まとめの部分が必要になるだけで、さほどは増えないのかなとは思っ

ているんですが。 

 地域委員会に対して権限の委譲に伴った予算づけを行って、例えば中学校区とか小学

校区とかの単位で地域委員会を発足してはどうかなというのが考えなんですけど、地域

委員会に関して、何かご意見があればお聞きしたいんですけども、よろしくお願いします。 

○議長（木村 宗朝君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   近藤議員の地域委員会についてのご質問にお答え

申し上げます。 

 地方分権が始まり、少子高齢化や人口の減少等によりまして、地域の課題が複雑にな

ってきている中で、自分たちの地域のことは自分たちが決めるといった、住民の自立と自

己決定の意識が高まってきております。 

 このような流れを背景に、最近では名古屋市のように、小学校区など一定の地域で自治

会や各種団体、ＮＰＯ、ボランティア団体などが参加のもとで、住民の合意形成を図りなが

ら、地域において解決するために必要な予算などの権限等も付与する「地域委員会」を設

立する動きが一部の地方自治体で始まっております。 



 さて、議員お尋ねのこれからの東員町の地域づくりにおきましては、行政が主体となる

のではなく、自治会をはじめＮＰＯやボランティア団体、あるいは企業とか、住民を構成す

るさまざまな団体の皆様が自分たちの課題を自らが解決していくということで、地域の運

営を担っていただくということを考えておりますので、ご理解のほど、よろしくお願い申し上

げます。 

○議長（木村 宗朝君）   近藤議員。 

○１番（近藤 治隆君）   あと５分になりましたので、さっといきたいと思いますけども、

地域委員会に対してはとり入れる気はないという判断でいいと思うんですけども、実際、

住民として思うことは、行政のされたことをそのまま鵜呑みにしていくのはなかなか賛成が

得られないところがありまして、どんどん権限を下へ落としてきている理由としましては、

東員町といえども例えばネオポリスと在来地区と２手に分けた場合には、生活の仕方も全

然違うわけですよね。ごみの回収が違うというのは問題点がありますけども、それに関し

てはまた別として、そういう違いがある中で、役場が全て一括で行ってしまうのが問題が

あるのではないかなと思っているんですね。 

 例えば一つ一つの要望に関しても、自治会長が出して、議員の方がどうなんやみたいな

ことを聞いたりとか、そういうのではなくて、もともと地域全体で話し合われた上で、ここを

先にするべきやなというような前向きな話し合いがその中ではされるのかなと思うんです

ね。 

 実際に例えば自治会長が集まって、ここの側溝はふたをしてほしいんやとか、そういう

話は出てこないと思うんですよ。そうじゃなくて、そういうのも地域の中で共有した上で地

域委員会というのができて、かつ権限の委譲がされて、お金がついていたら、それはやる

気にもなってくると思うんですね。 

 これは２つ目に質問させていただいた自治会加入の促進にも当たるのかなとは思ってま

して、今の若い人、私もその１人として、正直、自治会加入は嫌でした。嫌でしたが、入っ

てみてというか、活動してみたらわかることがありまして、やっぱり重要やなと思ったんで

すね。実際今、重要かといったら、そうでもないかなと思うんですが、年をとったときとか、

横のつながりというのが人間には必要不可欠なものだと思ってますので、余計にそう思う

わけで、そのために地域の皆様がどういうふうなことをしたら活動的にできるのかなという

と、やはり権限の委譲というのは必要不可欠なものではないかなと。 

 先ほど名古屋市のような大規模な都市を言われてましたけども、三重県で言ったら名張

市、伊賀市とか、その辺も実際に地域委員会というものはとり入れられています。もう少し

研究のほうをされて前向きに考えていただきたいと思いますが、最後に一言お願いいたし

ます。 

○議長（木村 宗朝君）   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。 



 東員町では、地域委員会をにわかにつくるというのは非常に難しいかと思います。ただ、

東員町という小さい単位であれば、自治会の加入率が８６％と非常に高いことから、自治

会を中心にやっていく方向がいいのではないかとは感じております。これからの地域づく

りは自らの手でつくっていくという考え方のもと、町民の皆さんを通して、自治会とうまく地

域のことは地域で解決できるようなまちとして、地域力を高めて、自治会をはじめＮＰＯ団

体とかボランティア団体、あるいは企業とか住民を構成するさまざまな団体による地域づ

くりに取り組んでいければと考えております。 

 今後はそういうような方たちが行政を支えていく仕組みというのを考えていきたいと考え

ております。 

○議長（木村 宗朝君）   近藤議員。 

○１番（近藤 治隆君）   時間もございませんので、打ち切らせていただきますけども、

自治会だとしても、自治会にも権限委譲をしていったらどうかなと思います。その辺もいろ

いろとこれから話し合っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 以上で一般質問を終わります。 


