
○４番（南部 豊君）   どうも皆さん、こんにちは。南部豊でございます。 

 ６月定例会も最後の質問者になりました。昼からのこの時間、非常に眠くなってまいりま

す。私の質問が子守唄にならないように、精いっぱい頑張ってやらせていただきます。お

願いいたします。 

 私たちは行政から議案として上程された案件に対し、審議はもとより、いろいろな議論の

中から、東員町の将来に向け、こうしたらどうだろう、またこうあるべきだという提案や政策

提言をするわけであります。その中で、ときには人それぞれ置かれている立場や状況に

より一致を見出せない案件も多々あるかと思います。がしかし、私たちは東員町をよくした

い、将来に向け、子や孫たちに大きな財政問題のツケを回してはならないという気持ちは、

我々議員も行政の皆さまも同じ思いと信じ、質問に入らせていただきたいと思います。 

 昨日、本日と、同僚議員と重複する部分も多くあると思いますが、答弁よろしくお願いし

たいと思います。 

 今定例会では２項目の質問をさせていただきます。１項目めは公園管理について、２項

目めは、まちづくり政策についてであります。 

 １項目めの公園管理についてですが、通告書には３８カ所とありますが、確認したところ

３６カ所ということで訂正をお願いします。地区管理の農村公園５カ所を含めてお聞きして

おりますが、中部公園も平成１６年１１月開園以来１０年を経過しようとしております。公園

遊具の維持管理について、お伺いします。 

 １点目、年契約で年６回の定期点検が実施され、指摘部分の写真、報告書の提出がさ

れていると聞いていますが、どのような判定がされているのでしょうか。 

 ２点目は遊具の撤去が進んでいるように思います。何が原因でしょうか。また、事故など

の報告はありますでしょうか。 

 ３点目は、公園は子どもたちの成長過程における人間形成や地域コミュニティの大切な

場所でもあります。安全面や防犯面ではどのようなことをお考えになっているのか、お伺

いしたいと思います。 

 答弁よろしくどうぞお願いします。 

○議長（木村 宗朝君）   山下誠司建設部長。 

○建設部長（山下 誠司君）   南部議員の公園管理について、お答えをさせていただき

ます。 

 中部公園をはじめ、町が管理しております各地域の小公園や農村公園では、小さいお

子さんから家族連れの方々まで、幅広くご利用いただいております。特に中部公園は春、

秋の気候のよい時期には、町内をはじめ町外からも多くの方にご来場いただき、大変な

にぎわいを見せております。 

 そこで、まず１点目の公園遊具の定期点検についてでございますが、昨日も島田議員に

もお答え申し上げましたとおり、町内の公園遊具の保守点検につきましては、遊具設置の

公園では、委託業者により、従来から年間６回の定期点検を実施しております。その主な



点検内容といたしましては、ボルトやナット類の締めつけ具合、接合部等の固定状況や亀

裂、さび等の確認を行って、必要に応じて応急処置を行っております。 

 また、今年度から中部公園におきましては、利用頻度の多さから、年間８回の定期点検

の実施を予定しており、利用者の安全確保に努めているところでございます。 

 定期点検の結果につきましては、報告書と写真で報告を受けておりまして、その判定は、

危険につき補修を要する、１年以内に補修を要する、異常なしの３段階で判定されており、

危険につき補修を要する旨の判定結果の遊具につきましては、点検業者と現地を確認し、

早急に修繕を行っておりまして、その間、遊具は使用を中止するという対策を講じており

ます。 

 次に遊具の撤去及び事故についてでございますが、町が管理しております公園遊具を

撤去することは基本的には行っておりませんが、中部公園内のスプリング遊具につきまし

ては、利用頻度の多さから、スプリング機能の劣化等により修繕不可能と判定し、平成２

４年度に撤去させていただいた経緯がございます。 

 なお、公園遊具の不具合が原因による事故の報告は受けておりません。 

 最後に安全面についてでございますが、今後も遊具の保守点検による安全確保に努め

てまいりますとともに、安全面については、植栽、樹木の刈り込みや水銀灯などの適正な

管理を行って、見通しのよい公園として維持管理に努めてまいりますし、また、犯罪に巻

き込まれないということも大切な要因から、学校サイドでは、子どもが外出するときには家

の人に伝える、一人で行かない、暗くなったら帰るなどと、そのような指導もしていただい

ておるようでございますので、ご理解を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

 以上です。 

○議長（木村 宗朝君）   南部豊議員。 

○４番（南部 豊君）   ありがとうございました。 

 公園の管理については、もう一度またお伺いしたいと思いますが、報告書に修理が必要

ということで指摘されているということですが、これは全て速やかに修理・交換がされてい

るということでしょうか。報告書に上がっていても、なかなか修理ができていない。修理を

するタイミングもあるかと思いますが、タイムラグがあるところで事故につながる恐れがあ

るかと思いますので、その辺の答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（木村 宗朝君）   山下部長。 

○建設部長（山下 誠司君）   早急に対応できるものに関しましては対処しております

し、時間的にというか、部品等の交換であるとか、そんなものに関しましては多少の時間

を要する場合もありますけども、基本的には早急に対処しております。 

 以上です。 

○議長（木村 宗朝君）   南部議員。 



○４番（南部 豊君）   どこの公園にあっても、遊具で遊ぶ子どもたちに危険が及ぶよう

なことがあってはならないことであります。タイミングの遅れによる事故のないように、確実

な実施をお願いしたいと思います。 

 中部公園についてお伺いします。 

 昨年度の年間利用者はどのぐらいで、ここ数年の利用者の増減はどのぐらいでしょう

か。 

○議長（木村 宗朝君）   山下部長。 

○建設部長（山下 誠司君）   お答えいたします。 

 中部公園に限ってご説明させていただきますと、昨年度につきましては約１７万人の方

がご利用いただいております。前年度と比較しますと、３万人ほど減少しておりますが、原

因としてはなかなか特定はしづらい部分がありますけども、考えられることによっては、昨

年の夏の猛暑により、夏休み中の来園者数が少なかったことや、逆に天候不良や新たに

四日市市にくじら公園というのができているのですかね、それらもこちらの利用が減じた

一因であろうかなというふうに考えております。 

 パークゴルフに関しましては、この１７万人の中に含まれておりますけども、１万８，０００

人ほどご利用いただいております。これに関しましては若干の前年度比があるものの、ほ

ぼ横ばいというふうな利用状況です。 

 以上です。 

○議長（木村 宗朝君）   南部議員。 

○４番（南部 豊君）   以前は年間３０万人ぐらいの来場者があったとお聞きしたことも

ありました。大幅な利用者減は残念なことと考えますが、昨年にはイオンモール東員店が

開店したことによる北勢線の利用者も増えております。本年５月には、カフェレスト・クロガ

ネモーチがオープンされ、公園の利用者の心と体、そしておなかを満たすことも可能となり

ました。 

 東員町は非常に観光資源が少ないと考えられます。活性化に向けたＰＲや取り組みな

ど、何かお考えがあればお伺いしたいと思います。ちなみに６月７日の中部公園で行われ

ましたグリーンパーク・マルシェですか、若い方たちもたくさん来場されてみえました。非常

に盛況であり、こういったイベントなんかは、私自身も継続的に開催されてもよいのかな、

これも少し町の活性化につながるのではないかなという思いはございました。このことに

ついて、またご答弁をいただきたいと思います。 

○議長（木村 宗朝君）   山下部長。 

○建設部長（山下 誠司君）   今、クロガネモーチのお話がありました。隣接して食事が

できるスペースができたということで、利用者の方に喜んでいただけると。これは事実でし

ょうし、それをもって公園の中に我がほうが飲食できる施設をつくるというところまでは、今

のところプランとしては持ち合わせておりませんので、ご了承願いたいと思います。 



 そしてマルシェのお話がありました。残念ながら私、現場のほうにやってもらってなかっ

たものですから、正直、状況というのを把握してないところで申しわけないのですが、７，０

００ないし８，０００人ぐらいがご来場いただいたということも報告をいただいております。 

 公園がいいのか、マルシェ自体のイベントがいいのかというところの議論があるわけで

すので、公園をよしとして使っていただけるから、それだけのお客さんがみえたのか、そう

でないのかというのも検証する必要もあると思うんですけども。 

 ただ、来場いただいた方々に公園側としてのメリットというか、優位性というものをアピー

ルできるような、そういう何か仕組みというか、仕掛けみたいなものを考える必要があるん

ではないかなというふうに思いますし、かといって、マルシェ自身を積極的にうちが誘致す

るという立場ではございませんので、そのあたりもご了解いただきたいと思います。 

○議長（木村 宗朝君）   南部議員。 

○４番（南部 豊君）   私は参加された店舗の皆さんが自分たちのお客さまを集客され

たのが、今回のそのようなたくさんの来場を呼んだというふうに考えております。中部公園

もよかったかもしれませんが、それはごく一部の要因だと思います。 

 私も中部公園は自宅から近いこともあり、孫を連れて時々遊びに行ってまいります。そこ

で気がついたことを担当課でいろいろお話もさせていただいたり、相談もしております。 

 前回お願いした基礎部分の露出や安全マットのコンクリート部分の露出の改善などをお

願いしたわけですが、先日、私もまた行って見てまいりました。土止めなどの安全対策も

実施されており、非常に喜んでいるところであります。 

 しかし私たちが子どもの時によく遊んだ遊具が、なぜか最近、昔、回転式でぐるぐる回し

て遊んだジャングルジム的な、回転させて遊ぶような物だとか、ベンチシートがブランコに

なっていたような遊具というのは、ほとんどどこの公園へ行っても目につかなくなってまい

りました。 

 そういうものは撤去されていると思いますけども、そういう遊具の中でも、子どもたちが

学習するということもあります。確かに危険率が高いということもあるかもしれませんが、

撤去されている原因は何かということと、昨日も事故などの報告は余りありませんという

報告は受けてますので、撤去されている原因というのは何かということのお答えをいただ

きたいと思います。 

○議長（木村 宗朝君）   山下部長。 

○建設部長（山下 誠司君）   撤去させていただいたのは、先ほどもご答弁申し上げま

したように、スプリング式の遊具でございまして、スプリングの劣化というものがございまし

て、それが修復不可能という判断になったものですから撤去をさせていただいたというの

が原因です。 

 以上です。 

○議長（木村 宗朝君）   南部議員。 



○４番（南部 豊君）   少し前ですけども、中部公園に夜１０時ごろ散歩に行きました。

その時にトイレの電気がつけっ放しになっていたのですが、こういったものはタイマー式な

のか、それとも防犯のために朝方までつけているのか、その管理、その他の公園を含め

てどのようになっているのか。 

 三段溜のところも周街道、何かたくさんの方が歩いてみえますけども、時々電気が消え

ていて暗いよと、危ないから何とかしてくれという声も聞いたことがありますが、そういった

管理についてどのようにされているのでしょうか。 

○議長（木村 宗朝君）   山下部長。 

○建設部長（山下 誠司君）   基本的にはタイマーで管理してございまして、便所等に

つきましては一部感知式といいますか、そういうので管理している部分もございます。 

 以上です。 

○議長（木村 宗朝君）   南部議員。 

○４番（南部 豊君）   今、部長が言われるのは人感センサーのことだと思いますけど、

人が入ったらついたり消えたりするというような形のものだと思います。理解したいと思い

ます。 

 最近、東員町でも大変な問題が発生しております。皆さまもご存じの消防備品の先端部

の管鎗といわれる備品の盗難が各地で発生しております。特に許すことができないのは、

最近、不審者や変質者の多くが発生しているということです。行政メールなんかでもよく目

にするわけでございますが、一つ間違えれば、テレビや新聞などで報道されているような

悲惨な問題になりかねないと思います。 

 そこで私は、公園を基点とした防犯カメラの設置を提案したいと思います。当然大きな予

算が伴う問題です。相当な議論や検討も必要になってくると思います。このようなお考え

はいかがでしょうか。 

 私は学校や保育園、各公共施設、駅、メイン道路、言い出せばキリがないのでこれぐら

いにしておきますが、防犯カメラ設置の抑止効果は、皆さまもご承知のとおりであります。

最近のカメラ性能は数段向上しておりますし、価格も以前より安価になってきており、一度

に設置するということは非常に無理があるかと思いますが、何カ年計画として徐々に増や

していけたらと考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（木村 宗朝君）   山下部長。 

○建設部長（山下 誠司君）   確かに防犯カメラというのは抑止効果とか、実際起こっ

たときの検証というものに非常に有利な道具だというふうに認識しておりますし、私どもも、

あるにこしたことがないというような、そんな感覚は持っております。 

 したがいまして、先ほど議員もおっしゃったように経費の問題とか、現実、本当にそこに

いるのかどうかという、そんな現場の検証も必要だと思いますし、公園のみならず、全町

的に設置というものを研究をさせていただきたいと、そんなふうに思いますので、何年計



画でどうするというところまでは申し上げられるところではございませんけども、研究もさせ

ていただきたい、そんなふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（木村 宗朝君）   南部議員。 

○４番（南部 豊君）   公園は、冒頭に申しましたが、いろいろな面で大きな、そして大

切な役割を持った場所であると思います。先ほども答弁をいただきました安全面や防犯

面に必要以上に気を配らなければならないという場所でもあります。 

 そして防犯カメラといいますと、やはりプライバシーの問題も出てきます。安全・安心のま

ちづくりを掲げている以上、子どもたちの安全や町民を守る義務もあります。犯罪抑止効

果として町民の皆さまも期待されているところでもあります。ぜひ検討のテーブルに上げ

ていただきたいというふうに思います。 

 町長は先ほど、職員の皆さまの頑張りについて熱く語られました。せっかく専門的な勉

強をし、知識を得た者の異動によるモチベーションの低下を私は心配するものであります。

首長である町長の言葉一つで、いくら優秀な職員の皆さまであっても、気持ちとして高揚

したり低下したりするのが常だと思います。要は、私は町長の本気度にあると思います。

何が何でもやり遂げるんだというような気持ちを持って当たっていただきたいと思います。 

 続きまして２点目のまちづくり政策について、お伺いしたいと思います。 

 東海環状自動車道東員インターの完成に向け、工事も急ピッチに進められており、日々、

地区の様相が変わりつつあります。将来、東名高速道路に養老インターで接続し、新たな

交通のかなめの地となることが期待されているところであります。しかし都市計画道路の

整備や道路拡幅整備の遅れが懸念されているところでもあります。将来に向け、我が町

の都市計画、岩盤規制である農地転用政策を含め、お伺いしたいと思います。 

 １点目は、都市計画マスタープランに構想としての位置づけがされた地域があり、土地

区画整理事業による住宅市街地の形成もうたわれていますが、現状何も進んでいない。

今後どのように進められるのか。 

 ２点目は、農地の多くが農業振興地域に指定されており、マスタープランに位置づけの

ない土地の有効利用を考える必要があると思います。他市町では独自のまちづくりがで

きるよう、地域の特性に応じた手法が用意されていると聞いていますが、町として、将来

の発展や活性化を現状の法令などの対応で十分と考えているのか。 

 ３点目は、町の活性化を考えると、市街化調整区域内であっても地区計画の県同意に

関する指針があると思いますが、合致する施策の考えはないのか。 

 以上、お伺いしたいと思います。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   まちづくり政策についてのご質問にお答えをさせていただき

ます。 



 東海環状自動車道東員インターは、平成２７年度完成に向け、日々工事が進行し、イン

ターの形も確認できる形態となってまいりました。また、東員インターからいなべ市大安イ

ンター間も、平成３０年度完成に向けて工事が行われていると聞いております。 

 さて、お尋ねの都市計画マスタープランに掲げる住宅地構想として、東員駅北側、穴太

駅周辺、長深丘陵地の３カ所が位置づけられております。 

 東員駅北側につきましては、これまで区画整理事業の可能性を探るため、国の補助を

受け、現況調査や土地所有者の意向調査等を行ってまいりました。しかし、地権者の合

意形成が図られなかったことや事業費等の課題もあり、計画を中止したと聞いておりま

す。 

 穴太駅周辺及び長深丘陵地につきましては、社会環境の変化や制度改正により実現性

が難しいものと思われ、今後マスタープランの見直しも考える必要があると考えておりま

す。 

 次に農地に関しましては、農業振興地域の農用地区域は農地として保全すべきであり

まして、そのほかにつきましては市街化調整区域のため、都市計画法を遵守しなければ

ならないと考えております。 

 最後に地区計画についてでございますが、方法としてはあるものの、三重県の「市街化

調整区域における地区計画の県同意に関する指針」の条件として、人口減少等により集

落の維持が困難となっている既存集落で、地域を維持していくための活力創出が必要な

場合において、市街化調整区域の性格を超えない範囲で導入するという地区計画の考え

方から、本町の場合、現実に置きかえても困難と思われます。 

 住宅政策は、まず市街化区域内を優先させることが必要でありますことから、今ありま

す市街化区域を開発をしていただくということが先になってくるというふうに考えておりま

す。 

○議長（木村 宗朝君）   南部豊議員。 

○４番（南部 豊君）   東員町には将来、農地や空き地に不安を持ってみえる農家さん

や地主さんがたくさんおみえになります。町の税収入にもつながると思われる農地転用を

含め、優良農地は農地として守るを念頭に、質問に入らせていただきます。 

 先ほど町長のほうから、都市計画プランの中に３カ所、長深丘陵地、東員町付近、穴太

駅付近、３カ所あるというお答えをいただきました。市街化調整区域における開発許可の

あり方という県の資料によりますと、大変難しいことが書いてあります。そしてここにも農

地の法律の早わかりというのが、１００ページにわたり、相当細かく書いてあります。少し

私、読んだのですが、とても次を読もうという気にはなりませんでした。これは先輩議員に

いただいたわけですが。 

 こういった中で、原則として用途地域の指定は行われず、都市施設の整備、市街地開発

事業の実施もされない、すなわち一部の適合したものは許可する場合もあるが、ほとんど

の開発ができないと書かれております。 



 そして、都市計画と土地利用計画とは内容に少し違いもあるかと思いますが、私はここ

が問題で、都市計画法や農地法など、土地の開発利用に関することは大変難しく、よくわ

からないことばかりでして、間違っていたらご容赦願いたいと思いますが、素朴な疑問が

少しあるものですから、少しお伺いしたいと思います。 

 都市計画マスタープランに掲げてあるが、具体的に何も進んでいない。町民の皆さまに

も今後どうなっていくのかもわからない。農振法で守られている地域や市街化調整区域が

含まれているとすれば、何もできない区域が、なぜマスタープランの中に入っているのか、

これが私は疑問でなりません。東員町の近い将来に向け、取り組まなければならない重

要課題と思いますが、いかがお考えでしょうか。 

○議長（木村 宗朝君）   山下部長。 

○建設部長（山下 誠司君）   お答えになるかどうか、定かでございませんが、的外れ

でしたらご指摘いただきたいと思います。 

 まず、都市計画マスタープランの前に東員町全体が都市計画区域であると。都市計画

区域の中には市街化区域、残りを市街化調整区域というふうに呼んでおりまして、市街化

区域は、その名のとおり市街化を促進する区域であると。市街化調整区域は逆に市街化

を抑制すると、そういうような定義がなされておりまして、その中でマスタープランというの

は、市街化調整区域の中でも市街化を侵さないことを条件に調整区域の中で開発できる

というような内容もございまして、それらをマスタープランの中に位置づけたというのが現

状でございます。 

 例えば今の３カ所の住宅の団地化構想というところでございますけども、これは従来、免

責要件がありまして、市街化調整区域でも、５ヘクタール以上のまとまりがあれば、住宅

団地であろうが、工業団地であろうが開発できるというような、そういう条件がございまし

た。それが実は平成２０年でしたかね、法改正によりまして免責要件が取り除かれたとい

うところで、開発ができないというようなことになりましたものですから、マスタープランの中

にいまだに載っておりますけども、先ほど町長のご答弁にもありましたように、制度改正が

あったからできないんだというような背景も、ご答弁させていただいているのですけども、

そんなこともありまして、今の３カ所に関しては現実には厳しいというところがございます。 

 お答えになったかどうかわかりませんが、以上です。 

○議長（木村 宗朝君）   南部議員。 

○４番（南部 豊君）   部長、一度またお伺いして、ゆっくりとお話をお聞かせ願いたい

と思います。 

 先ほども申し上げましたように、市街化調整区域というのは、何もできない地域であると

いうことはうたってあるわけですね。それがマスタープランに入れてあることが私は腑に落

ちないよということをお聞きしているのであって、条件をクリアできたものに関しては、そう

いったものができるということであれば、特に長深地区の丘陵地というのは、考え方によっ



て、私は本来ならそうすべきだと思いますけども、第二のネオポリスになり得る可能性もあ

るわけですよね。 

 それがいいか悪いかというのは今後の課題ではございますが、町長も同僚議員の答弁

の中に、ミニ開発された地域に関しては若い方たちの流入が、ということも確実に認めて

みえるわけですよね。でしたら東員町も、土地利用計画の中で、ミニ開発を中心とした政

策を積極的に取り入れられたらどうかなと。これがネオポリスとか、後ほどまたお伺いしま

すけども、そういったミニ開発のところは、神田であれ、稲部であれ、ましてや三和地区な

んかは、今後インター付近の開発ということを、同僚議員もくどくど言ってましたけども、将

来、当然若い方たちの流入を我々も期待するし、東員町も期待していかなくてはならない

政策だと思います。 

 これはやはり財源をどこに求めるかということであれば、企業誘致が難しい今となっては、

こういう若い方たちに東員町にお住みいただくという環境づくり、これはもう必須条件に私

はなってくると思います。１年２年先のことを考えていれば別ですけども、やはり２０年、３０

年、もっと先まで考えれば、町長が先ほども申されました、そういったミニ開発を認めてみ

えるのであれば、積極的に進められる政策だと私は思います。 

 いくら優秀な職員の方がこれをやろうじゃないかという思いを持たれたとしても、町長と

意見の違いや方向性が違ったら、どんないい政策でも前に全く進まないわけですね。今

の町長言われたのは、皆さんを応援していただけるということですから、こういった政策に

シフトをとっていただけたらなという思いはあります。 

 私、先の３月定例会でも、１０年後には、このまま何もしないと１５歳から６４歳までの実

働生産年齢が約２，０００人減少し、７５歳以上の方たちが約１，９００人増加するという人

口推計も出ていますよということもお話をしました。 

 そこで、先ほども同僚議員言われたんですが、先日、ショッキングな発表がございました。

日本国の自治体の半数が削減、消滅というような記事でした。先ほど言われたんですが、

日本創生会議、人口減少問題検討部課会、民間有識者でつくる会が政府に提言したもの

であります。２０４０年の人口推計です。その中で出産の中心的な年代、２９歳から３９歳

代の女性の人口、この層が現在の半分以下になる自治体では、出生率をいくら上げても

人口増加が望めないとして、消滅可能都市という定義がされております。全体の４９．８％、

８９６の自治体が消滅する可能性があるとしております。約半数ですね。 

 行政の皆さまもご存じだと思いますが、我が東員町としましても、例えばこのような心配

はないというふうにお思いなのか、こういったものに当てはめて考えると、我々も町民の皆

さまも安心していていいのやろうかという、当然これ、心配はあると思います。その辺のご

答弁はいかがなものでしょうか。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   当然、人口減少というのは考えていかなければなりません。

この間、ショッキングな報道があったのは、特殊合計出生率が日本の場合上がりましたと。



上がって喜ばしいのですが、生まれた子どもは減りましたと。すなわち産む女性、分母が

小さくなっているわけですから、いくら出生率が上がったところで子どもは増えない、こうい

う現象がもう既に起こっているということですから、当然これに対応をしていかなければな

らないというふうに思っております。 

 そんな中で今ご案内のように、昨年、北大社でもやられましたミニ開発ですね、あれは

法律は忘れましたけど、何かの根拠があってやられるのですが、集落に近接して、そして

いわゆる調整区域の中でも白地の部分で、しかも住宅地集落に近接している部分という

ことでございますので、場所としてはまだほかにも、特に今言われました三和地区、あると

いうふうに私も認識しておりますので、そういう方向も含めて考えていかなければならない

だろうなというふうに思っております。 

○議長（木村 宗朝君）   南部議員。 

○４番（南部 豊君）   今、町長がおっしゃったのは、市街化区域に囲まれた農振調整

区域の開発に係る要綱だと思いますが、近くに５０件以上の集落がある場合は、そういっ

たところでも開発が可能ですよという法律だと私は考えておりますが、もう少し正確なデー

タが近々示されると、私、聞いております。 

 旧員弁郡定住自立圏共生ビジョンという５カ年計画で、今年が最終年であるという報告、

人口推計ですね、四日市大学の副学長、岩崎恭典先生、先日もおみえになりました、この

方が座長で、地域の方やいなべ市さんやオブザーバーで東員町の部長以下、職員の皆

さまも参加されていますね。こういったものの発表も、私、期待をしているわけでございま

すが、先ほども言いましたが、ネオポリス地区の空き地が前回４００件、空き家が１５０件

と聞いています。その中でアンケートも今実施されていると聞いているのですが、増減の

チェックなんかもされたのですか。 

○議長（木村 宗朝君）   山下部長。 

○建設部長（山下 誠司君）   チェックというよりも、おっしゃいましたように、今年５月に

入りまして、空き家・空き地、合わせて５００件程度ございまして、その方々にアンケートと

言いますか、意向調査というのをさせていただいておりまして、今その集計をしているとこ

ろでございますので、その結果をもとに、うちのほうとしては活用を促すとともに、その情

報を外的に提供して活用願いたいと、そんなようなことを考えております。 

 以上です。 

○議長（木村 宗朝君）   南部議員。 

○４番（南部 豊君）   アンケートの結果を少し待ってくださいということですね。 

 耕作放棄地の問題が地区によって大きく差があるように思いますが、行政には何も届い

ていないかという問題なんですが、１人２人の地主さんの声で、そういったいろいろな要望

等が通らないと思うんですね。やはり地主さん、耕作放棄地を中心として考えるのであれ

ば、そういった方たちに耕作放棄されている理由なんかをお聞きされたりすることも、私は



必要になってくると思います。そういうことをしないと根本的な解決にはならないと思いま

すが、そんなようなことはされておみえでしょうか。 

○議長（木村 宗朝君）   山下部長。 

○建設部長（山下 誠司君）   現在、耕作放棄地として認定している土地につきまして

は、当然経営状況とか確認もさせていただいて、耕作放棄地協議会の中にその土地をエ

ントリーしておると、そういう状況です。 

○議長（木村 宗朝君）   南部議員。 

○４番（南部 豊君）   耕作放棄地は農地ですか。 

○議長（木村 宗朝君）   山下部長。 

○建設部長（山下 誠司君）   もちろん農地です。 

○議長（木村 宗朝君）   南部議員。 

○４番（南部 豊君）   私思いますに耕作放棄地、要は農地というのは耕作されてこそ

初めて農地ではないでしょうか。農地というのは農を起こす土地というふうになっているわ

けですが、耕作放棄された土地というのは雑種地みたいなものではないですか。農地で

すか。 

○議長（木村 宗朝君）   山下部長。 

○建設部長（山下 誠司君）   もともと農地であって、それが耕作がなされていない、耕

作を放棄したというところですので、現状は原野、もしくは耕地というような状況でございま

すけども、あくまで地目的には農地という意味です。 

○議長（木村 宗朝君）   南部議員。 

○４番（南部 豊君）   地目的には農地だということで、私、耕作されてこそ初めて農地

だと思うわけですが、優良農地は農地として守るということが基本であるならば、優良農

地に囲まれた耕作放棄地などが地区にはあると思います。そんな取り扱いはどうなのか。

また、そういうところで放置されたまま、地元におみえにならずに他地区へ移転された方

たちに行政としてどのような指導というか、接し方をされているのですか。 

○議長（木村 宗朝君）   山下部長。 

○建設部長（山下 誠司君）   優良農地の真ん中にそれが存在すると。私自身、そうい

う現場があるのかというのは認識はないものですから、今、協議会の中に持っておる耕作

放棄地というものについては、どちらかというと農用地区域の中でも端っこのほうというか、

そういうところしか現実として認識ないわけですけども。 

 仮にそういうところが協議会として認めておるということであれば、まずもって耕作するこ

とを促しておりますし、それができない場合には、条件を設定するなり何なりして農地を貸

し出してくれという、そういうような促し方もやっておりますけども、それでもということであ

れば、特に放棄地の対策としては、今のところ持ち合わせてございませんけども。 

○議長（木村 宗朝君）   南部議員。 



○４番（南部 豊君）   私どもの地区でも周りは全て農地で、これ農振地域なんです。そ

こが優良農地かどうかというのは、すみません、私も定かではないのですが、その中で何

年も耕作放棄されている土地もあるわけですよね。それはまた少し後日お話は聞くとして、

各地域の農地は各地区で守ることが理想とされていますが、事情によって例外もあります。

各地区で土地所有者が話し合いをし、その結果を行政が各地区の情報として集約できれ

ば、都市計画の道路整備が町行政に生かせるのではないかと私は思います。困ったとき

に情報を発信するのではなくて、事前に各地区のそういった情報を行政が集約されて持っ

ていることというのも必要じゃないかと私は思います。 

 各地区で行政指導による土地利用なんかのミニ集会や懇談会みたいなことを実施され

るようなことを少し進めていただくと、さらに土地利用計画の中で、行政がやりたいことに

対しては、この地区は、ここの地域はまとまっているんだよというような情報を先に入手で

きるわけですよね。道路がここを通るんだ、通すんだと仮にいったとしても、ここの地権者

がまとまってなかったら、永久にこの話は進まないわけですよ。であれば、そういう地区を

まず地区で話し合いをしてもらって、そういう情報も集めてもらうわけですよね。先に行政

の方が持ってみえたら、いろいろやられることに対して非常にスムーズにいくんじゃないで

すか。そのようなお考えはどうでしょうか。 

○議長（木村 宗朝君）   山下部長。 

○建設部長（山下 誠司君）   もちろん地域の熱意というか、そういうことが一番、例え

ば道路をつけるにしても水路を改修するにしても、地元の熱意というものが非常に大事な

要因でございますし、それが地元が要求するものであるということであれば、その情報も

活用しながら、道路改良計画があるとするならば、そういうところも活用させていただきた

いと。大いに地域で議論していただくということ、大事だと思いますので、逆にこちらがお

願いしたいというふうに思っております。 

○議長（木村 宗朝君）   南部議員。 

○４番（南部 豊君）   今またそういう情報収集に関しては、行政も前向きにお考えいた

だけるということでよろしいでしょうか。 

 先ほど町長も何遍も言っておみえになりますけど、ミニ開発に関しては非常に有効な政

策であると私は考えるわけですね。各地区、特に在来地区であると、将来５年後、ほとん

ど高齢で今やっておみえですので、７０歳ぐらいの方が５年後、畑に行けるかどうかという

地区というのはいっぱいあるわけですよ。となると、そこはもう軽四も通らないような地域

であると、将来目に見えているわけですね。 

 そういったところの情報を共有できないかということなんです。こういうところはもう何とか

してくれよと、一人二人ではなかなか声を上げにくいわけですね。先ほど言ったような地区

で懇談会なんか、話し合いをすることによって、もうここの地区は将来何とかしてほしいよ

というのを、先に行政につかんでくださいというお願いをしているわけです。 



 少し余談になりますが、なかなか東員町はそういった業者さんが、ちょっとお話を聞いた

んですが、相談に行っても、法に守られ、当然行政として法を遵守して進めるということは

私も十二分に承知はしております。なかなかそういうところに岩盤規制であるとか農地法、

いろんなものにがんじ絡めにされているから何ともならないということをよく聞くんですよ

ね。 

 であれば、さっき町長もおっしゃったようなところに少し目を向けていただいて、行政とし

てもこれはやっていくんだと、何とかやる方法はないんかと、それが将来の若い方たちの

東員町で土地を求めるような選択肢もどんどん増えてくるんじゃないかなと。 

 先ほど私は第二のネオポリスなんてことを言いましたけども、長深の丘陵地なんか、ちょ

っとお聞きしたら１０ヘクタール、１５ヘクタールぐらいあるようなこともお聞きしたんですが、

そこが全てそういったものになるとは限りませんけども、その中の一部でも、特にあの地

区は住宅地域としては絶好の地域だと私は思うんですよね。先ほども町長、少し進めたい

ようなこともおっしゃっておみえになりましたので、期待はしたいと思います。 

 答弁は結構ですが、今後少子高齢化の波は、日本全国自治体の重要課題であります。

東員町は安全・安心、子育てがしやすく、お年寄りに優しいまちと言われております。長寿

福祉課さんや健康保険課さんにも資料をいただき、ソフト面に対する内容をもう少しお伺

いしようと思っていましたが、時間も少なくなってまいりましたので、次回にお伺いするとし

て、今後の土地利用計画の中で企業誘致が進まない今、若い方たちの町内への転入や

子育てのしやすい環境や住宅地の確保など、強く要望したいと思います。 

 東員町にとってよい政策はさらに完成度を高め、継承し、そうでない政策はさらなる手を

お加えいただき、完成に近づけるように町長の本気度に期待して、６月定例会の私の質

問を終わらせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

 


