
○７番（鷲田 昭男君）   それではただいまから一般質問をさせていただきます。 

 アベノミクスによりますものか、日本経済はやや上昇機運ということであります。しかし輸

出の割には化石燃料などの輸入が大きく、貿易が輸入超過となり、喜んでいられない状

況であります。 

 また、４月からは消費税の値上げが待っており、国民生活に及ぼす影響が心配でありま

す。 

 さらに税が上がり、国の借金が減るのであれば理解ができますが、さらに増え続けてお

ります。これも国民には、はっきり説明をしていただきたいというものでございます。 

 それでは本題に移ります。 

 今回私は次の４点について、質問をさせていただきます。 

 １つ目、新しい年度の方針について、２つ目、平成２６年度の税収について、３つ目、町

全体の交流について、４つ目、四日市市水道施設について、以上の４点について質問を

いたします。 

 それでは１つ目、新しい年度の方針について、町長に伺います。 

 町長に就任以来、早くもおおよそ３年が経過し、１期目として、あと１年ほどを残すことに

なりました。当初の政策目標として１９の政策を示されておりました。３年を経過し、どれく

らいの政策が達成できたのか、伺います。また、あと１年余を残して、当初の政策目標は

どれくらいの達成ができると考えておられるのか、お伺いをいたします。 

 広報とういんの平成２６年１月号の新年の挨拶で、基本方針として（１）地域をつくるを含

めて３点を掲げておられますが、平成２６年度でこれをどのように具現化されるのか、お伺

いをいたします。 

 これまで質問された方々と重なる点もございますが、どうかよろしくお願いをいたします。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   鷲田議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 まず初めに、私が町長に就任させていただく時に掲げました１９の政策につきまして、各

政策目標に向け、それぞれの実施項目を定めて取り組んでおりますが、その進捗状況は、

既に実施しているもの、少し事業の見直しを行って進めているもの、来年度取り組む予定

のもの、再検討の余地があるもの、今後取り組む必要があるものなどに分かれておりまし

て、達成度は、現時点で６割程度ではないかなと考えております。 

 実施したものについて申し上げますと、若手職員の意見などを参考に窓口対応の改善

を図るとともに、カウンターや照明などの改修を行い、来庁いただいた皆様に快適に使っ

ていただける工夫をいたしております。 

 農業につきましては喜び農業を推進することとし、農家の支援や町内農業の底上げを

図ってまいりたいと考えております。 



 公共空間の活用では、玄関の空きスペースを活用して町民ギャラリーを設置し、町民の

皆様に、文化活動等の発表の場としてご活用いただくとともに、来庁いただいた皆様にも

楽しんでいただく場としてご活用をいただいております。 

 また、中部公園河川法面では、ボランティアの皆様が主体となって、あじさいの植樹など

に取り組んでいただいております。 

 福祉のまちづくりでは、障がい者の働く場を確保することや、地域で高齢者が気軽に集

う場としてのオープンハウスの開設などに取り組んでまいりました。 

 子育て支援では、０歳児保育が全ての園で可能になるとともに、待機児童をなくす取り

組みを行っております。また、今年度から、三重県下で初めて幼稚園保育料の無料化を

実施し、子育て中の若い親の負担軽減に努めるとともに、子育てにつきものの親の不安

や心配事の相談に応じるための発達支援事業に取り組んでおります。 

 学校応援団につきましては、地域ぐるみで子どもたちの見守り活動を行っていただくとと

もに、経験や技術を持った方が臨時の先生になる取り組みにつきましても、現在学校で実

施していただいております。 

 子どもによる子どものための「子どもの権利条例」づくりにつきましては、今年度、子ども

と大人の２つの委員会を組織し、平成２６年度を目途に、条例づくりを進めております。 

 次に、少し事業の見直しを行って進めているものにつきまして、可燃ごみを減らす取り組

みにつきましては、町民の皆様の意見を聞きながら雑紙回収を始めたところでございます

が、それとともに、生ごみにつきましては、私は最初に機械を全戸配布するということを言

っておりましたが、町民の皆様のご意見もお伺いする中で、少し手法を変えて、今、一部

の地域でお世話になりながら堆肥化に向けて取り組んでおります。 

 また、公共交通では、アンケート調査で町民の皆様の意見を尊重することといたしまして、

これは私が最初、新しいシステムを導入するということを申しておりましたけども、現在は

オレンジバスによる運行を拡充するということで地域間格差を解消し、利便性を高めると

いう取り組みに変えて行っていこうというふうに思っております。 

 コンパクトタウン構想につきましては、先ほど上原議員にもご答弁申し上げましたが、国

土交通省やＵＲ都市機構、民間都市開発推進機構、あるいは三重県農林水産部などとも

相談させていただきましたが、いろいろな規制があるということで、一気に進めることは難

しいと判断をいたしました。 

 そこで平成２４年８月に、庁内若手職員からなる「新まちづくり戦略構想プロジェクトチー

ム」を組織して、いろいろな角度から検討を重ねていただき、昨年７月、新しいまちづくりへ

の提言をいただいたところでございます。 

 これを受けて、今後は「まちづくり町民会議」で東員町のまちづくりについて議論をいた

だくこととなっておりますが、その中で東員駅周辺の活用につきましては、来年度、オレン

ジバス運行を拡充し、東員駅で北勢線との結節を重点に置いておりますことから、こうし

た視点を入れまして検討をしてまいりたいと考えております。 



 次に来年度取り組むものにつきましては、各委員会の委員に就任をいただいております

女性委員の割合が、私の就任当時では２６．６％でしたが、現在それが２８．５％と改善を

しております。来年度中に、目標としております３０パーセント台になるよう、頑張って努め

てまいりたいというふうに考えております。 

 町民の皆様が行う自主的な活動を支援する仕組みとしましては、来年度は市民活動支

援センターを町長部局に移し、市民活動団体の育成や、行政と町民の皆様との協働のあ

り方について話し合ってまいります。 

 次に再検討の余地のあるものですが、役場の事業や補助金の見直しは、行財政検討

委員会のご指導をいただきながら進めてまいりましたが、その取り組みはまだまだ十分と

は言えず、役目を終えた財産の処分なども、それに加えまして、引き続き気を引き締めて

進めてまいりたいと考えております。 

 また、自立した地域づくりにつきましては、来年度の方針にも入れておりますが、支援の

仕方などにつきまして、地域にとっての最善を見据えた中で、もう一度検討をさせていた

だきたいと考えております。 

 最後に今後取り組む必要があるものは、町民の皆様が東員町を評価する仕組みづくり、

新しい技術、企業を呼び込むための体制づくり、子どもの祭づくり、そして、これにつきまし

ては議会の皆様とも議論をしていかなければならないと思ってますが、新しい議会づくり

などが残されていると考えております。 

 続きまして、当初予算の基本方針の具現化につきまして、１つ目の「地域力をつくる」で

は、まちづくり推進業務、コミュニティ事業交付金、市民活動支援センターの充実、北勢線

運営維持の支援とオレンジバスの運行管理の拡充、地域での高齢者の見守りを含めた

敬老事業経費などを盛り込んでおります。 

 ２つ目の「生命（いのち）を守る」では、木造住宅耐震診断事業、東員分署の救急車の更

新及び災害対策本部の機能強化工事などを計上いたしました。 

 最後に３つ目の「健やかに育ち育てる」では、放課後児童対策事業、発達支援事業、保

育園・幼稚園の運営経費、母子保健事業、子どもの権利条例づくりに係る経費、海外派

遣経費及び小中学校の少人数教育推進事業や学習支援員活用事業などの経費を盛り

込み、途切れのない教育支援や子育てしやすいまちづくりを目指して鋭意取り組んでいる

ところでございます。 

 さっきの答弁漏れが少しありましたけれども、私の政策ですけど、平成２６年度実施する

ものをやっていけばどのぐらいになるかということにつきましては、７割程度いけばいいか

なというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（木村 宗朝君）   鷲田議員。 

○７番（鷲田 昭男君）   ありがとうございました。 



 当初の町長の就任された時の目標の７割程度ということでございまして、この７割を私

は否定することもできませんし、肯定することもできませんが、町長自身の目標としては７

割程度できたということでございますので、大変いいのではないかなというふうには思って

おります。 

 そこで積み残されている政策といいますか、その中で３点か４点だけ再質問をさせてい

ただきます。 

 まず１つ目の政策の中に、優秀なベンチャー企業を呼び込んで云々ということが書いて

ございますが、これについてはなかなか今の経済情勢というものもあろうかと思いますが、

東員町の中に企業を呼び込むということは非常に難しいのはわかっておりますが、このセ

ールスについて、どのような形で今後進めていかれるのか、お伺いしたい。 

 次に農業の振興を図って、町内の食料自給率を上げるということをおっしゃってみえま

すが、私も元は農業をやっておりまして、百姓の出でございます。ちょっと考えますに、東

員町でとれた米、要するに東員町のブランド米ですね、これは非常に安心・安全な米であ

るというふうに思っております。 

 そこで、イオンが進出してきております。イオンと提携をするかせんかは別にして、町か

ら生産された安心・安全な米を東員町の町民の方が買えるような場所、あるいは買えるよ

うなシステムをつくっていただけると、町内でできた米が東員町内で消費できるというふう

に私は単純に考えるんですが。 

 今よく言われております道の駅はたくさんできております。ですので、極端な話、米の駅

でもいいんですが、米ぐらいは東員町で、どこかへ行けば常に売っておるというふうな形

をスタートしていただいて、それにいろんな形の農作物をプラスアルファした形のものがで

きないかなというふうに思っておりますので、そこのところをひとつ町長の考え方をよろしく

お願いします。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   １点目の企業を呼び込むというのは、経済情勢もございます

し、もう１つは東員町という、町が非常にコンパクトで狭い町である。住むには非常にいい

のですが、実は利用されてない土地が非常に少なくなってきているという状況の中で、企

業を呼び込んでというところが難しくなってきている。少しでも呼び込めればなということで

努力をさせていただきたいと思ってますが、なかなか難しいということをご理解いただきた

いというふうに思っております。何らか別の形でもいいですから、呼び込んでいこうという

方針を立てております。 

 農業につきましては、やはり東員町でとれた物を東員町の方が食べてもらうというか、町

内循環が図れるということが非常にいいなというふうに思ってまして、その仕掛けを何とか

したいというふうに思ってます。 

 今、ガラス温室で月２回、朝市をやっていただいておりますが、なかなかこれが諸手を上

げてうまくいったなというところまではいってないということで、実は東員駅周辺のまちづく



りの中に、農業と共生したまちづくりということも考えて進めていきたいというふうに思って

おるんですが、先ほどから言いましたように、規制もいろいろあってなかなか難しいんです

が、農業に資するものがなぜ農地でできないのかということは、先般、知事にもいろいろ

お話をさせていただいて、その辺の規制緩和なども、県も一緒になって取り組んでいただ

くということも考えておりますので、何とか東員町でとれたものが東員町の方の口に入ると

いうような、そんな循環ができるような農業、これは喜び農業で付加価値のある野菜だと

か、それから果樹などをやっていくんですが、加工をして売るというところも含めて、町内

で循環する仕組みというのをしっかりと見据えてやっていきたいというふうに思っておりま

す。 

○議長（木村 宗朝君）   鷲田議員。 

○７番（鷲田 昭男君）   ありがとうございます。 

 前進の方向でやっていただきたいと思います。 

 それとあと２つ、今、町長のほうから、コミュニティバスについての公共交通については、

るる説明はありました。 

 私も住んでおりまして、いろんな方からお電話なりをいただいた中で、ちょっと疑問に思

っておることがございまして、コミュニティバスは弱者のためのコミュニティバスなのか、あ

るいは買物とか、交通手段の１つとして考えるコミュニティバスなのかということで考えた

中で、果たしてどちらが主体性をとるのかなということも考えさせてもらう中で、やはりコミ

ュニティバスについては弱者の方を優先をして、例えば元気な方が買物に行く、それも結

構なんですが、車のない方、あるいはお年寄りの方が買物に行っていただくための交通

手段としてコミュニティバスを利用されるということを主眼としてシステムを考えていただく

ほうが理想的なのかなというふうに思ってますので、今、地域公共システムということで考

えていただいておるようですが、ほぼでき上がっておるようなことは聞きますけども、そこ

のところの主体性というか、それはどのように考えてみえるのか、お聞きいたします。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   実はアンケートをとらせていただいたのは、私が提案しました

オンデマンド、要は玄関から玄関までというようなことをスローガンにやってましたけども、

そういうことも含めてアンケートをとらせていただきました。 

 だけど結果は、町民の皆さんのご意向はオレンジバスを廃止してもらっては困るというこ

とで、オレンジバスを主体的に考えていこうということにさせていただきました。 

 その中で、運行形態を２つに分けまして、朝晩は通勤通学に資するように駅へということ

で、駅へ直結するということで、できるだけ早くと、そんなことを考えて運行します。昼間は、

やはり今、交通空白地といわれるものになっている、鷲田議員のお住まいの山田もそうで

すが、以前は走っていたけど走らないというようなことで、困るではないかというご意見を

たくさんいただいております。そのとおりでございますので、そういうところを解消して、ぐる

ぐる、ちょっと時間はかかりますけども、できるだけバスを利用することができない人を少



なくする方法を考え、そしてもう１つの利便性というか、買物に行ってもらう、医者へ行って

もらう、そのための結節になるようなやり方を昼間はさせていただくということで、２つの運

行形態に分けて、できるだけ多くの皆様がご利用いただける形というものを考えながら、

来年度から取り組んでまいりたいというふうに思っております。 

○議長（木村 宗朝君）   鷲田議員。 

○７番（鷲田 昭男君）   ありがとうございます。 

 バスについてはそういうふうな方向性で、ひとつ皆さんがより多く利用できるような形で

計画をされることをお願いをいたします。 

 次に２つ目の質問に入らせていただきます。 

 アベノミクスによる効果によって、企業の業績は上向いているような報道もありますが、

東員町において法人税や住民税が昨年と比べてどうなるのか、お伺いします。 

 また、４月から消費税がアップとなります。これが東員町の財政に及ぼす影響はどのよ

うな形であるのか、お伺いをいたします。 

○議長（木村 宗朝君）   早川正総務部長。 

○総務部長（早川 正君）   平成２６年度の税収につきましてのご質問にお答えをさせ

ていただきます。 

 まず、個人の住民税でございますが、税収は０．７％増の１４億４，６４０万円と見込んで

おります。この増収は、先の税法改正に伴う均等割の負担増によるものが主な要因とな

ってございます。 

 また、所得割につきましては、企業の業績が上向き傾向にあり、個人所得も増加するも

のと予測をいたしておりますが、高齢化が進展する中で年金所得者が増加することから、

所得割の増収は余り見込めないものと推測をいたしております。 

 法人につきましては、輸出関連企業におきまして円安の影響を受け、事業収益が伸び

ておりますことと、イオン進出に伴います企業の増加などから、前年度比３２％増の１億５，

５６０万円を見込んでおります。 

 また、固定資産税につきましては、新たに課税となりますイオン関連の土地や新築家屋

の課税によりまして、前年度比８．７％増の１５億６，１００万円の見込みといたしておりま

す。 

 なお、町税におけるイオン関連の増収につきましては、１億１，４５０万円を見込んでおり

ます。 

 次に、４月から増税されます消費税に関し、影響してまいります地方消費税交付金につ

きましては、交付割合が１％から１．７％へと増加いたしますが、平成２６年度当初から増

収となるものではなく、およそ半年経過後から増加の影響が出てまいると考えております。

しかしながら消費税アップに伴います消費の冷え込みも懸念されますことから、過大な増

収は見込んでおりません。 



 最後に町財政への影響につきましては、自主財源の増加により、財政体質の強化を図

ることができるものと考えられますが、国からの地方交付税におきましては、税収入と相

対的で密接な関係がありますので、財政運営につきましては慎重に対処してまいりたいと

考えております。 

 以上、ご理解賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（木村 宗朝君）   鷲田議員。 

○７番（鷲田 昭男君）   ありがとうございます。 

 総体的には増ということでございますので、非常に財政的にはありがたいことだなという

ふうに思っております。貴重な財源ですので、慎重に考えていただきますようにお願いを

いたします。 

 次に３つ目、町全体の交流について伺います。 

 町においては自治会単位や各種団体の皆さんが、さまざまなイベントを実施されており

ます。イベント実施に際しては、さまざまな要件があることは承知をいたしておりますが、

それぞれの方々が協力し、町としてほかの市町の方々が、多くの方が訪れていただける

ような大きなイベントができないものか、伺います。 

 ただし、これまで実施されておりましたフェスティバルのような方式でないものをというこ

とで、よろしくお願いをいたします。 

○議長（木村 宗朝君）   早川正総務部長。 

○総務部長（早川 正君）   町全体の交流についてのご質問にお答えをさせていただ

きます。 

 本町のこれまでの交流事業やイベントの経過を、まずご説明をさせていただきたいと思

います。 

 本町では昭和５７年に第１回の農業商工祭を役場駐車場で開催をさせていただき、福祉

祭、文化祭、宮川村（現大台町）などの交流作品の展示など、平成１４年第２１回までは、

１カ所に集めて大規模に開催をしてまいりました。 

 しかしながら多くの車が集中し、道路交通に支障が生じ、平成１５年度からの開催場所

をやむなく陸上競技場へ変更させていただき、さらには農作物の収穫時等の問題もござ

いまして、平成２４年度からは農業祭を育苗研修交流施設で、商工祭は中部公園での開

催と変遷をいたしております。 

 また、ふれあいフェスティバルは昭和６２年に始まり、町内の山車の集合、花火の打ち上

げ、盆踊り、宮川村との交流など、自治会、団体の協力を得まして、平成２０年度の第２２

回まで開催した経緯がございます。 

 現在、ベントにつきましては、自治会などによる伝統的な地域の祭りや、各種団体にお

きまして、商工祭、農業祭、いずみ祭り、文化祭など、それぞれの活動分野におけるイベ

ントが開催をされております。 



 また、これまで１８回開催されましたこども歌舞伎は、県下では数少ない古典芸能として、

また、２５回目の公演を終えました東員「日本の第九」演奏会は、冬の風物詩として開催を

されており、近隣市町からも多くの方々にお越しをいただいているところでございます。 

 さらには本年度は員弁１３００年祭といたしまして、ミュージカルや石垣定哉さんの絵画

展など、各種イベントを開催し、多くの方々に来場をいただきました。 

 このような文化的なイベントは他市町に誇れるものと考えております。祭りなどのイベン

トは、地域コミュニティを形成する上で大変重要なものと認識をしております。 

 町内の地域間、世代間の交流はもちろんのこと、他市町の方々との交流も必要なものと

考えております。現在このように東員町につきましては変遷もしております。しばらく本町

に合った現在のイベントを大切にしてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜ります

ようお願いを申し上げます 

○議長（木村 宗朝君）   鷲田議員。 

○７番（鷲田 昭男君）   ありがとうございます。 

 事情はわかりますし、説明いただいた件については、そのとおりだと思います。 

 今まさに部長がおっしゃられた、私は一番重要なのは、各地域での集まりではなしに、

町全体としてのコミュニティが必要だなということで質問をさせていただいております。 

 実は私、去年初めて東員町と交流のあります大台町にお邪魔をいたしまして「どんと来

い祭り」というのを見せていただきました。その中で、後で、あそこどれぐらい人が集まった

のかなということで、所管に問い合わさせてもらいましたところ、あそこは人口が１万人強

なんですね。集まっていただいた方が８，０００人というふうに伺っております。８割来てい

るわけですね。だから８割来ているということは、交通条件、道路の条件、あるいは宣伝、

広告、いろんな面で違うところはあるでしょうが、あれだけの人数が来られる祭りはいい祭

りだなということで、東員町でも１年に１回、あるいは隔年でも結構ですので、地域の方が

例えば笹尾の方は笹尾だけ、あるいは三和、稲部、神田の地域だけの祭りじゃなしに、全

体の方々が集まって１つの祭りができないかなということでお伺いしたので、部長が言わ

れるように、そんなにすぐにはできませんということだと思いますが、今後私が見ておる範

囲では、東員町がだんだん小さくなっていくんじゃないかなという気がしますので、これを

したから東員町が大きくなるわけじゃないんですが、もう少し東員町自体を大きな宣伝を

する意味でも、こういう祭りを計画していただくのはどうかなと思いますが、再度、総務部

長のほうから答弁よろしくお願いします。 

○議長（木村 宗朝君）   早川総務部長。 

○総務部長（早川 正君）   お答えをさせていただきます。 

 答弁のほうでも申し上げましたように、現在のイベントのあり方につきましては、本町に

つきましても長い時間をかけて変遷をしてまいりました。 

 祭りには、先ほども申し上げたところでございますけれども、地域間交流を目的としたも

のや、例えば大台町さんみたいに、どちらかと言うと観光を目的としたような部分もありま



す。そういったことで他市町との交流、そういった部分も非常に重要なことと考えておりま

す。 

 その中で私どももこれまで変遷もしてまいったところで、現在のやり方を大事にはしてい

きたいと思っておりますけれども、今後もその時々に応じたイベントをできるような形で、

勉強のほうは絶えずさせていただきたいというふうに思っております。 

○議長（木村 宗朝君）   鷲田議員。 

○７番（鷲田 昭男君）   よろしくお願いします。 

 それでは４つ目、四日市市水道施設について、副町長にお伺いをいたします。 

 水の中で公水とはどのようなものか伺います。また、町からの取水について、四日市市

の上下水道局と協議をされたのか、お伺いをいたします。町からの取水ということは、東

員町内の土地からですので、つけ加えさせていただきます。 

 副町長には、またかというふうなことだと思うんですが、私はどうもこれについてはいろ

んな疑問がございまして、このまま終わっていっていいものかなという疑問があるので伺

わせてもらうのであって、副町長を攻撃するとか、そういう意味ではございませんので、副

町長が東員町の住民であったらどう考えるかということでご答弁をいただいたら結構と思

いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（木村 宗朝君）   樋口和人副町長。 

○副町長（樋口 和人君）   鷲田議員のほうからは、四日市市水道施設についてのご

質問をいただいております。以前の質問とよく似た答えになるんですが、そこはご勘弁を

願いたいと思います。 

 まず、平成２２年１２月９日でございますが、四日市市と取水に対する地元協力金につい

て、山田、長深、中上の３自治会と、また、国有資産等所在市町村交付金について、本町

との間で裁判により和解が成立してございます。 

 本町といたしましては直ちに和解条項に基づき、平成２２年１２月１７日付で、四日市市

長に対し、水源の保護に係る施策の実施の協力を要請し、平成２３年度から東員町・四日

市市水道水源保護施策検討会を設置し、員弁川水系地下水源の保護の調査研究を行い、

地下水及び環境保全に取り組んでいるところでございます。 

 具体的には、平成２３年８月２９日より地下水保全関連事業庁内検討会において地下水

保全事業の洗い出しを行い、１１月８日に東員町・四日市市水道水源保護施策検討会を

立ち上げ、両市町で検討を重ねてまいりました。 

 現在、６件の事業について、適切な水源保護及び環境保全に対する事業負担の詰めを

行っている状況でございます。 

 また、取水量につきましても、ある一定の制限という話もございましたが、それについて

も現在事務レベルでの協議を重ねており、まもなく協議が終わり、協定を締結する予定と

いうことも聞いてございます。 



 次に公水でございますが、これにつきましては法的定義というのはございませんが、非

常に難しいということで、今現在の考え方としては、民法第２７７条で「土地の所有権は、

法令の制限内においてその土地の上下に及び」というところで、所有者の設定をしたもの

については自由だよというような、そういった土地の所有者に権利があることになってござ

います。 

 そういったような内容での公水という考え方でございますので、よろしくご理解を賜ります

ようお願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（木村 宗朝君）   鷲田議員。 

○７番（鷲田 昭男君）   ありがとうございました。 

 再度質問をさせていただきます。 

 取水量について協議をされているということはお聞きをいたしました。この協議について、

副町長自身が四日市市の上下水道のほうにおもむかれたことがあるのかないのか、１つ

目に伺います。 

 それから今、公水について法的根拠はないということだと思いますが、私もインターネッ

ト等で調べさせてもらいました中で、公水とは公共的な利用のために公法によって規制さ

れている河川、運河などの水というふうな形で書いてあるところ、あるいは広辞苑の辞書

によりますと、治水・利水において公共の利益に重大な関係のある水というふうな表現も

されております。 

 そこでこれは仮定の話ですので、副町長、お答えになるかわかりませんが、所有権のあ

るところであれば、水は自由にくみ出していいものかというのは、私は非常に疑問を感じ

ますので、例えば私どもの田んぼを持っておるということになりますと、事実田んぼがある

んですが、そこから地下水を自由にくみ上げて、それを商売に使うことがいいのかどうか

ということになりますと、それは何かで規制をしないことには、東員町のきれいな水は瞬時

になくなってしまうと思うんですが。 

 そこでお伺いするんですが、この地下水について、よその日本国内では例の中国とか外

国のほうから水を買いに来るという意味で、それを抑えるためではあろうかと思うんです

が、町、あるいは市によって条例をつくって、その条例の中で規制をするというふうなとこ

ろもあると思います。この東員町において、条例をつくって地下水を規制をするとか、そう

いう考えはあるのかないのか、教えてください。 

○議長（木村 宗朝君）   樋口副町長。 

○副町長（樋口 和人君）   １点目の協議に出たかということでございます。先ほどもご

説明をさせていただきました、協議する委員会が私ども部長を筆頭にでございますので、

私がじかに行って向こうで話をしたということはございません。 

 それから２点目の公水でございます。鷲田議員のほうからも既にご説明がございました

ように、公水と一般に言われておりますものにつきましては、河川の水だとか運河、ある



いは海域、海の水ですね、こういったものが公共物として扱われているということで公水と

いうふうに定義をされておるようでございまして、先般、私の説明不足がございまして、今

みたいなお話をさせていただけなかったので、今改めてさせていただいているんですが、

それはそのとおりでございます。 

 ただ、２０７条の民法上の所有権ということで、地下水につきましては、それを公水という

ふうにしてしまいますと、いわゆる公共物ということになって、どこかがそれを管理する必

要が出てきます。多分地下水が公共物ということになってしまいますと、自治体、国、ある

いは県がそれを管理するということになってしまいますので、例えば河川ですと国、あるい

は県等が河川を管理をされていて、防災であるとか、いろんなことでも、そこでコントロー

ルしてもらうということになってるんですが、こと地下水に限っては、２つの考えがございま

して、樋口個人ではないのですが、今現在の一般的な考え方としては、地下水について

はそれに所有権を被せることにおいて、所有権のある土地に、例えば出る水については

使っていただいてもいいよという形になっているというのが運用の方法だと、そんなふうに

思っております。 

 １つ、今、鷲田議員のほうからは、昨今、中国、あるいはいろんなところから水を求めて、

要するに土地を買われて、そしてそこから土地を所有したところから水を抜いて持っていく

ということも、実は２０７条ですと可能でございますので、これを何とかせないかんというこ

とで、ちょっと覚えてないのですが、数年前に、たしか民主党ではなくて、自民党の時の政

権だったと思うんですが、そのことを憂いて、議員立法か何かでそれを抑えるような法律

案と申しますか、それが出されたように記憶しております。 

 その考え方は、つまり公共物として扱って、いくら土地を所有しても、それを制限すること

ができるということにしないと、全部中国という言い方がいいかどうかわかりませんが、外

国の所有になったところから水を全部持っていかれるぞというようなことを懸念しての法案

でしたが、その法案も廃案というか、結局は通らなかったというようなことを記憶してござ

います。それが鷲田議員からのご案内だったというふうに今覚えております。 

 その延長上で、何か例えば独自に取水制限をするような条例ができないかということで

ございますが、私の記憶している範囲で申しますと、数都市ぐらいが、例えば富士山から

出る湧き水を使って水を売ると。それが非常にたくさんメーカーが増えて、そうするとくみ

過ぎてしまって出ないとか、そういったことがあるのでということで、果敢に条例制定をされ

たところもございますが、結局はいわゆるお願い条例になってしまっていて、実際のところ

はそれを法的に縛るというところまではいってませんので、ある程度牽制をするというよう

な形で終始しているというふうに伺っております。 

 したがって、東員町の今の状況の中でそれができるかどうかというのは、今後の検討課

題かなというふうにも思いますが、今現在のところは民法上の２０７条において土地を所

有しているところについては、そこの水をくんで飲むなり、場合によってはその水を使って



付加価値をつけてご商売するということについては可能だというふうに言わざるを得ない

と、そんなふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（木村 宗朝君）   鷲田議員。 

○７番（鷲田 昭男君）   ありがとうございました。 

 最後に、今、副町長が最初におっしゃられた３自治会で和解ができて、これで町とも今後

はいろんな形では、現状では何もすることができませんよというふうな契約だと思うんです

が、その中で例えば東員町に対して四日市市さんから新しい何かができたら東員町に協

力しましょうというふうな、今現在、副町長が言われた地下水の形の検討委員会とかいう

ふうな形はとってもらっておるのは承知しております。 

 しかしながらどうしても私が納得できないのは、無料で四日市市さんが使っておるという

ことについて非常に抵抗がございますので、法的な面から見ては全然四日市市さんは答

えてくれないということであれば、東員町はこういうことがあるから、四日市市さん、東員町

にこういう協力をしてほしいというふうな形のものを、ぜひとも副町長のほうで、ちょうど四

日市市さん出身ですので、再度いろんな形で今後協議をしていただくということは、私も議

員をさせてもらっている中では、今後、四日市市の議員さんともお話をしながら、何かいい

方法がないものかというふうに検討もさせていただきたいというふうには個人的には思っ

てます。 

 だから副町長もそういう面で、もう絶対、四日市市さんとは交渉はできないというのでは

なしに、ひとついろんな面からも、東員町はやっぱりこういう問題で縛りがあるよというふう

な形で申し上げていただくということはできないものか、最後にお伺いします。 

○議長（木村 宗朝君）   樋口副町長。 

○副町長（樋口 和人君）   四日市市出身ということで、大変な荷物を、プレッシャーを

感じておるんですが、議員もいわゆる水道水の環境のほうの委員会に入っておられたの

でご存じかと思いますが、東員町全域を今度保護区域に指定をさせていただくということ

になりました。四日市市はまだ全域ではございませんので、そういったことを東員町はや

っていると。そうすると、そのために何か制限をかけていかんならんということも出てきま

すので、当然その制限をかけていくには、事業としてもきれいな水を常に保つために、何

か手だてを打たんならんことがございます。それについては、そういうことをやるから四日

市市にそれを何とかお願いできないかというようなことについては、今もこの検討委員会

の中でもやっておられますので、そのあたりについてのところで私からもお願いをするとい

うことは可能でございますので、そういった方向で努力させていただきたいなと、そんなふ

うに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（木村 宗朝君）   鷲田議員。 



○７番（鷲田 昭男君）   副町長、できるだけ積極的に前向きに検討をいただきますこと

をお願いをいたしまして、私の質問を終わります。 

 ありがとうございました。 


