
○１０番（藤田 興一君）   本会議の一般質問の最終バッターであります藤田

でございます。 

 私からは、大きく分けて２点についての質問をさせていただきます。 

 まず、１つ目でございますが、農地転用権限委譲についての質問をさせていただ

きます。 

 政府は、地方分権の新たな方針として、４ヘクタールを超える農地を住宅地や商

業地に転する許可権限を農林水産省との協議を前提に、国から都道府県に移すこと

ということが決定いたしました。この改革案を詳しく述べさせていただきますなら

ば、まず１つ目に、２ヘクタール以下の転用は現行の都道府県と指定市町村に見直

される。２つ目には、２ヘクタール超から４ヘクタールまでの転用は現行の農林水

産大臣との事前協議が廃止されて都道府県と指定市町村に権限が移されることにな

りました。そして３つ目には、４ヘクタール超の大規模農地の転用は農林水産大臣

との協議を条件に都道府県と指定市町村に権限とするという権限委譲が閣議で決定

したものでございます。 

 この権限委譲は、皆様ご存じなように、岩盤規制の一角を崩すことであり、これ

は平成１３年度に現行の制度となって以来、初の見直しでありますし、また画期的

な施策でもあると感じております。これまでは商業施設や住宅開発などの計画に対

して、農地の利用規制が足かせになるケースが多々ございました。 

 しかし、このたびの権限委譲により、産業構造の変化や地域事情を考えた土地政

策が不可欠となり、また自治体の裁量が拡大することにより、地域の実情に応じた

土地利用、すなわちどういうまちづくりをするかは地方に任せるべきだと思います。 

 ただ、気になるのが、この４ヘクタール超のケースでは、まだ農林水産省の関与

が残されていることが気になることであり、形式上では権限を譲ったとしても、ま

だ運用面では地方を縛ろうとしていることが多少伺えると言えるかと思います。 

 そこで、この農地転用権限委譲について、私のほうから３点についての質問をさ

せていただきます。 

 まず、１つ目でございますが、権限委譲に伴い、まちづくりの自由度が増すこと

になりますが、本町の実情、計画的なものがあるならば、それに有効性はあるのか。 

 ２つ目には、岩盤規制とされていた東海環状線の東員インターチェンジ周辺の農

地が、この権限委譲により、地域事情に合った土地の活用が可能になることが期待

されますが、東員インターチェンジの周辺の有効的なまちづくりについての政策を

お聞きしたいと思います。 

 ３つ目には、このたびのこの権限委譲と地方創生との関連をどのように位置づけ

をしているのか。この３点についての答弁を求めたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷町長。 



○町長（水谷 俊郎君）   農地転用権限委譲についてのご質問にお答えを申し

上げます。 

 平成２７年１月３０日に閣議決定をされました地方分権改革では、農地法及び農

業振興地域の整備に関する法律における国と地方の役割分担について、農地総量確

保の仕組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事務、権限について、地方への

委譲等が行われることが決定をされました。 

 その主な内容は、２ヘクタールを超え、４ヘクタール以下の農地転用に係る農林

水産大臣との協議の廃止、４ヘクタールを超える農地転用に係る事務権限について

は、当分の間、農林水産大臣との協議を付した上で、都道府県知事に移譲するとい

うものでございまして、先ほど議員のご案内のとおりでございます。地域の実情に

詳しくない国が転用のぜひを判断するまでに時間がかかり、企業誘致などに支障が

あるとの地方の声を聞き入れたものでございまして、転用面積による許可制度の事

務区分に係る許可権者を県や市町村に権限委譲するものでございます。 

 今回の決定は、現在の農地転用許可基準である農業振興地域からの除外や農地法

の立地基準による優良農地や土地改良事業の実施された農地を農地転用できるとい

うように基準が緩和されるという規制緩和ではなく、各市町村の判断で農地転用を

行い、自由なまちづくりができるというような権限委譲でもございません。 

 次に、東員インター周辺の農地の有効なまちづくりの考え方についてでございま

すが、先ほど申し上げました権限委譲とは関係なく、インターチェンジの出入り口

を中心に、３００メートル範囲につきましては、例外的に開発の許可はなされます

が、流通業務施設、休憩所、給油所、その他これらに類する施設と定められており

ます。 

 この３００メートル範囲につきましては、東員インターの場合、地形的な問題も

あり、企業誘致の難しい土地でありますことから、現在のところ、町として特に開

発計画は持ち合わせておりません。 

 しかしながら、インターチェンジ周辺の農地は本町の新しい玄関口として、まち

づくりの拠点となる重要な土地であることから、本当の意味での農地転用許可の権

限委譲や都市計画法の規制緩和が行われることを期待をしているところでございま

す。 

 続きまして、権限委譲と地方創生との関連でございますが、国は地方分権改革の

推進は、地域が自らの発想と創意工夫により、課題解決を図るための基礎となるも

のであり、地方創生におけるきわめて重要なテーマとしながらも、今回の農地法に

係る権限移譲の内容につきましては、農地法上の許可基準の運用や農業振興地域の

整備に関する法律が地域の実情に応じたまちづくりの足かせとなっているというこ

とにつきましては、何ら変わるものではございません。 



 地方のことは地方の創意工夫にゆだねるという地方創生の趣旨を尊重され、各市

町村の判断によって必要な許可基準の運用ができるようになることが、地方が生き

残るためには大変大きな要素であると考えております。 

 今後も、機会あるごとに地域が自らの発想のもと、まちづくりができるような実

効性のある権限委譲や規制緩和がなされるよう、強く要望をしてまいりたいと考え

ております。 

○議長（山本 陽一郎君）   藤田議員。 

○１０番（藤田 興一君）   １つずつについて、町長に質問をさせていただき

ます。 

 まず、１つ目の、この権限委譲に伴って、まちづくりの需要は増すが、現在ある

計画に対して有効性はあるかということに関してでございますが、私の取り違えか

もしれませんが、今の町長の答弁を聞きますと、今回の権限委譲は転用面積による

許可制度の事務区分の許可権を県や市町村に権限委譲するものということをまず先

ほどおっしゃられました。これは理解できます。 

 ただ、この農振地域からの除外、そして農地転用できるというような規制緩和で

はない。 

 それから、自由なまちづくりができるような権限委譲ではないというふうに今、

答弁をお聞きしましたが、やはりこの権限委譲っていうのは、今この規制緩和でも

ない、まちづくりができるような権限委譲でないというふうにお答え願ったわけで

すが、私はそうじゃないと思うんですよね。この辺が私の認識不足か知りませんけ

ども、これ再度、全く違いますよ、どうなのか、私の考えは、そうじゃない。あく

までも農地転用、これができるというふうに私は解釈してるわけでございますが、

その辺の見解の相違を、町長、もう一度お答え願いたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   実は、私も議員と同じようなことを実は考えてたっ

て言うか、そう受け取っておりました。 

 ところが、農地法あるいは土地計画法はもう全然変わらないんですね。２ヘクタ

ールが４ヘクタールに、地方へ権限委譲が、面積要件が拡大されたというだけで、

何にも規制緩和が行われてることではないということを聞きまして、正直愕然とし

てるわけです。 

 あと、一番最後の、今回の地方創生を国が、高らかに叫んでおられるなら、この

議員おっしゃるように、私も最初思ったように、我々の権限で、我々の創意工夫で

まちづくりができるよう、そんな裁量を、増やしていただかないと、もう現実問題、

地方の小さな町は生き残れないんですよ。本当にそう思っております。 

 しかし、現実そういうものではない、今回の場合ないということで、実は私も本

当に愕然としております。そういうことでございます。 



○議長（山本 陽一郎君）   藤田議員。 

○１０番（藤田 興一君）   それ言われると、何も後、質問できないんですけ

どね。見解の相違があっても私の質問を聞いてください。 

 先ほどこの１問の質問で、計画的なものと私、質問させてもらいました。計画的

なものの中に、町長が就任されたときにこの１件があります。まだほかにもあると

思いますが。その中で結構大きな問題と言いますのは、現在、北勢線の東員駅から

この文化センターまでの・・・を、コンパクトシティ・・・にやりたいというよう

なことを言われましたね。それに対して、東京の大学の先生、１日５万円かな、と

かというものを出して、大学の先生を中心とした計画をあると。その後、何ら進展

はしてないと思いますが、私も個々で、今、言ったように、この権限委譲が今、言

ったように、農地転用等に絡みがあるならばね、こういう計画も進めていけるんじ

ゃないかと思ってます。 

 それで、ちょっとこの問題、質問とはかけ離れるか知りませんけども、この町長

が最初打ち立てられた、この東員駅から文化センターまでの、このコンパクトシテ

ィって言いますか、その計画はどうなったのか。ちょっと質問とずれるか知りませ

んけども、私あくまで権限委譲の中でできるという観点で質問させていただいてお

りますんで、どうなったか、その辺をご説明願いたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   その件につきましては、国土交通省も行かせていた

だきましたし、それから中部地方整備局、ともお話をさせていただいております。

４年間ずっとこう、やらせていただきましたが、なかなか難しいというような状況

でございます。 

 ただ、何かの方法はないかっていうことで、地方整備局の建政部長さんも昨年、

今年２回ほど来ていただいて、県とも、いろいろ詰めてはおります。 

 そんな中で、民間業者の方からの提案も実はあります。これは町とは関係なしに、

こういう提案があるんだっていうことで、承っていることもあります。 

 そんな中で、昨日もご答弁の中で申し上げましたけども、駅、住宅のある駅を２

つ、統合して真ん中へ持ってきたら何もないと。何もない駅っていうのは鉄道って

いうことを考えたときに、鉄道また鉄道の駅って考えたときに、異常としか考えら

れないと思っております。 

 そういうことで、国にも強く訴えておりますし、地方整備局の建政部長さんには

非常にご理解をいただいておりますが、建政部長から農林省のほうへも強くお話を

していただいておる今、状況でございまして、できるだけ早く、これができるよう

に、これは東員町の生命線だということで、お願いをしているという状況でござい

まして、今２つのこと、今そういう国への働きかけっていうのが１つと、民間から



提案が１つ出てきてるということ、この２つが今、現状でございまして、まだ目の

前がぱっとこう開けたわけではないというのが現状でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   藤田議員。 

○１０番（藤田 興一君）   先ほど言いましたように、見解の相違があるとは

言いましたけどね、やはり先ほど町長がおっしゃられたようにね、やっぱり法律は

ね、あるんですけど、やっぱりこれ打ち下していくのがやっぱりトップのね、行動

だと思うんですよね。先ほどの今の町長の答弁の中にも、国への働きかけやってる

ということは非常にいいことだと思います。そういう観点から質問させてもらうわ

けですけどもね、今、言われたように、この３月の、ちょっと話ぽんと変わります

が、３月のときのこの質問というのは非常に難しいんですよ。特に町長とこう質問

するのは、非常に今の時期から行きますと、非常に質問しにくいし、町長も答えに

くい面があるもんでね、もう非常にちょっとこう考えながら今、質問しとんのです

けども、余り次のね、ことを考えないで、現時点の状況でお話を、私もそういう感

じで質問してますから、現時点における町長の答弁という形でちょっと話を切りか

えさせていただきたいというふうに思っております。 

 ということで、それ以外に、東員町として、この農振地域でありながら、どうし

てもこういう仕事をやりたいという計画があるのは今、言う福と農の、あれ以外に

何かありますか。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   先ほど見解の相違があるって言われて、余り見解の

相違ないような、私もそういう思いがありますので、余りないんかなと思ってます

けども。 

 もう１つ、これも昨日、ご答弁を申し上げましたけど、来年インターができます。

その前にイオンが進出してきておりますが、あの地域を、何とかもう少しそれにふ

さわしい開発というものを考えております。これも、以前からずっと県とも協議を

してきておりまして、昨日もご答弁申し上げましたように、地区計画というものを

設定することによって少し住宅開発できるのかなと。まだ確定ではないんですが、

そういうことを今ようやく、導き出しつつあるということでございます。 

 だけど、先ほどからも申し上げてますように、根本的に、地方の自由度を増すと

いうことではなくて、そういう手法を用いるということなんですよね、それも。 

 ですから、非常に歯がゆい思いをしながら、しかし今できることは何か、今でき

ることをとりあえずやらなければいけないということで、そんなことも含めて考え

ておりまして、いろいろ、皆さんの、議員の皆さんのお知恵も拝借できればという

ふうに思っておりますが、なかなかがちっとした規制が崩れない。何とかここを突

き崩していきたいというふうに思っております。よろしくお願いします。 

○議長（山本 陽一郎君）   藤田議員。 



○１０番（藤田 興一君）   今、町長がおっしゃられたようにね、岩盤規制に

がんじがらめにされてるから何もできないでは、町としては伸びていかないと思い

ます。それをしつこく砕いていくのが、トップの仕事だというふうに思ってますん

でね、未来のこと話したらおかしくなりますんで、次の２つ目のほうの質問に入っ

ていくわけですが、このインターチェンジの周辺の農地が、先ほども言ったように、

これを拠点としたまちづくりになるんじゃないかという質問をしたわけですが、先

ほどの町長の答弁では、入り口から３００メートルですか、要は流通業務施設等で

はいいよというふうに話がなってますね。じゃあこの流通業務施設が３００メート

ル無条件に農振地域だろうができるということであれば、やはりここに何らかの計

画を持っていくべきじゃないか、そういうふうに思っています。 

 その前に、町長にお聞きしたいんですが、この東海環状線の東員インターチェン

ジがなぜ長深に来たのか。多分、町長は県会議員のときもこの問題は携わって、聞

いたか携わったか知りませんけども、その歴史っていうのはね、私は多少知ってる

んですけどね、なぜ長深に来たのか。その辺ご存じあれば、お教えいただきたい。

私は前のちょっと違う場所でできるというふうに聞きました。先人のいろんな町長

さんのおかげでここに来たというふうに聞いていますが、水谷町長の知ってる限り

のね、見解を教えていただきたい。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   ちょっと経緯については、存じ上げないんです。申

しわけないんですが、もう存じ上げないんですが、正直この開発もなかなかがんじ

がらめでできない、この農振のど真ん中になぜ来たのかなというふうに思っており

ます。 

 それから、３００メートルは無条件で開発できるということでございますが、実

は３００メートルぐるっとこうコンパスで回してみますと、できる場所がないんで

すね。ほとんどイオンさんがお持ちです。それと東側に少しあるんですが、少しか

かるんですが、段差がすごく３メートルか３メートル５０ぐらいあると思うんです

が、あって、なかなか不自由な地域であるなというふうに思っております。 

 ちょっと経緯については申しわけございませんが、私はわかりかねますので。 

○議長（山本 陽一郎君）   藤田議員。 

○１０番（藤田 興一君）   私もあらかた聞いて確定じゃないから、それは言

いかねるんですが、この東海環状線っていうのは、もう町長もご存じと思いますが

ね、全総という、全国総合開発計画っていうのが昭和３７年から平成２７年まで、

１次、２次、３次、４次、５次という形で、全国的にこういう高速道路等がこの総

合計画の中に入れられとんのはご存じやと思います。その中に、それとまたあわせ

まして、三重県の、三重県の中部圏基本開発整備計画の中にも、この東海環状線自

動車道っていうのがプロジェクト化されました。それが今現在あるわけですね。そ



れとあわせまして、東員町におきましては、平成２０年３月に、東員町都市計画マ

スタープランっていうのが、もう７年前ですけども、これまだ生きてると思うんで

すよね。これを読んでいただきますと、このインターチェンジの周辺をどうやるか

っていうのがしっかり書いてあるわけですよ。それに対して、今、計画倒れになっ

てる。これはね、やっぱり計画であり、そこまで書いてあるということは実現する

可能性があるから書いたと思うんですよね。 

 町長、お聞きしたいんですけどね、この東員町の都市計画マスタープラン、お読

みになったことありますか。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   一度読ませていただいたことあります。 

○議長（山本 陽一郎君）   藤田議員。 

○１０番（藤田 興一君）   その中には、もうしつこいほどインターチェンジ

周辺の開発、イオンもそのときの計画ではあったみたいです。そういう計画プラン

があったにもかかわらず、まだちょっと消極的だなと。 

 私も先ほど言いましたように、ここに権限委譲が来れば、これはもう棚からぼた

もちだな、これはもう強引な形で行けるな、この計画プランを実現できるなという

ふうに喜んだわけでございますが、悲しいかな、今の町長の見解っていうのがまだ

何の開発の計画もないというようなことでございます。非常に残念なことでござい

ますが。 

 それと、もう１つ、この東員インターをこれからやっぱり先の話でございますが、

これを何らかの形でこれから開発していかなくてはならないと思いますが、私はこ

こをね、先ほど権限委譲はまちづくりでないと言われましたけども、私はこのイン

ターチェンジ周辺をもとにして東員町を伸ばさせていかない。要するに東員町のイ

ンターチェンジを省かせなくてはならない。それをやることによって東員町はこれ

から行く。昨日も町長は同僚議員に、このまま行くと吸収合併、私もそう思います

よ。今このままで行きますと、何ら東員町の取りえないじゃないですか。だから今

イオンできた、その横にインターチェンジができた。ただできただけで素通りする

んだったらインターチェンジは要りませんよ。この国が授けてくれた、このインタ

ーチェンジをどう活用するか。これがこれからのトップだと思うんですよね。だか

ら現時点、先ほどの町長の答弁では、現在、開発計画はないという非常に残念な答

弁がいただいたわけですが、これはいかがなもんかと思います。現在だから仕方あ

りませんよ。じゃあ次はとなってくると、さっきも言ったように、この時期におけ

る質問は非常にやりにくいから、私も聞きませんけれども、それじゃあだめだと思

う。東員町はあそこを開発して何らかの施設にしないと、東員町はつぶれますよ。

吸収合併にならざるを得ない。この辺ね、再度、今、言われました３００メートル

円を描いたら、いや、段差がある、何とかじゃなくて、入り口から３００メートル



でしょ。そうなってくるとかなり広い範囲で今の長深地区の東側は開発されると思

いますよ。 

 それと、もう１つ、今いなべ市から非常に先手打たれとるんですけど、いなべ市

がこの前５ヘクタールかそこら、キャベツとか何とかつくるといってイオンにおさ

めるという事業計画の協定結びましたね。東員町もそういうことあるんですよ。だ

からその辺もやっぱりトップダウンとして、東員町と組んで今やってる福農も結構

ですけども、そういう遊休土地、それから今ここにあるインターチェンジの周辺を、

開発計画がない、そんな悲しいことじゃなくして、再度、現状を打破するためには

どうしたらいいか。東員町がこれから伸びるためにどういう施策が必要なんだとい

うことを再度述べていただきたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   私も、とうとうと述べたいっていうところはあるん

ですが、まず３００メートル範囲につきましては、先ほど言いましたように、東側

は段差があるということ。もう１つは、やっぱり地権者の皆さんの意向っていうの

はあると。農地ですので。それが１つあります。 

 それから、もう１つ、１，０００メートルっていうのがあるんですね、１キロ範

囲。 

 ただし、これは、幹線道路に面してると。幹線道路に面して１キロ範囲っていう

のがあるんですが、これ幹線道路って言いますと、あそこにあるのは国道３６５号

線しかないと言っても過言ではない。しかないんですね。そうすると南へ行きます

と崖があります。南の端が大体サークルＫあたりですね。 

 ところが、あそこのサークルＫで入り口がぴたっとふたされてまして、奥が利用

できないというような答えが県から返ってきております。 

 そんなことで、この地域を開発する場合、非常に難しい面があります。 

 そういうことで、地権者の一部、高く上げてくれば可能性がないことはないんで

すが、それも地権者の皆さんと話し合いをして、どこまで地権者の皆さんがはらを

くくれるのかということまで、考えていかないと、それと農地をどうするんかとい

うこともあります。そういうことも含めて、地域の皆さんと話し合いを持って、こ

の問題、考えていきたいというふうに思っております。 

○議長（山本 陽一郎君）   藤田議員。 

○１０番（藤田 興一君）   今、町長いいことおっしゃられたんですけどね、

先ほど町長の答弁の中に、インターチェンジの出入り口から３００メートルの流通

業務センターってあるんですけどね、それとは別に、今おっしゃられたね、三重県

の市街化調整区域における大規模な流通業務施設の取り扱いっていうのが要綱ある

んですね。これが今、町長が言われた１キロから３キロ以内という、これがあるん

ですよね。だから今この３００メートルプラス今度の権限委譲プラス今、言った県



の市街化調整における流通業務施設、これ３つ合わすと、法律もあるか知らないけ

ど、打破していけると思うんです、私は。この３つを絡み合わせて、まだ任期はご

ざいますから、しっかりとね、これやっていただきたい。その辺どう思います。こ

の３つがあればね、僕は勝てると思うんですよ。そこには当然、法律というものが

立ちはだかっておりますけども、この３つの条件で行けば、ここは私はもっと開け

る。そして私が言うようなハブづくりができると思うんですけどね、その辺のお考

えをお示し願いたい。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   そういういろんな、多方面から攻めるということで、

先ほどの地方整備局、それから東海運輸局、それから北勢国道事務所、そこへしっ

かりと、いろんな相談を今させていただいておりまして、ただ、先ほどから言って

ますように、農地の規制っていうのが国同士でもなかなか難しいということで、い

や、それでもね、そんなこと言っておられたって困るんだということでね、今、一

生懸命、いろんな方面へお話をさせていただいて、ともかくこの東員町が生き残れ

る方策っていうのは、我々しかわからないんだから、地方へ任せてほしいというよ

うなことを今、訴えている最中でございますので、何とか、風あなをあけていきた

いというふうに思っております。 

○議長（山本 陽一郎君）   藤田議員。 

○１０番（藤田 興一君）   余り時間がないもので、この２つ目の質問はこれ

で終わらせていただきますが、３つ目のこの地方創生との関連はどうかということ

でございますが、これはもう非常に難しい問題でございますが、ただ関連性がない

というふうには思いません。この地方創生は、人口減少と東京集中の両問題の解決

に地方再生というテーマを設定した点に特徴があるわけでございますが、地域づく

り、それからまちづくりは中央からの押しつけでやるものではなくて、地方にやっ

ぱり多様性が求められるんじゃないかというふうに思っております。 

 しかし、この人口減少と財政難のもとで地域の自治体が、住民の生活、それから

行政機能を維持するためには、中央、今、官公庁は、拠点構想というものを打ち出

しましたね。これも既に着手してるわけ。これやられると困るんですね。なぜかと

言いますと、この拠点というのは地方創生でうたわれてるのが、人口２０万人以上

で昼夜の人口率が１以上の自治体においては、そこを拠点都市と選んで、それから

医療、介護、教育などの機能を集約するという構想なんですね。これやられると、

じゃあ東員町はどうなんだってなってくるわけです。その辺をうまくこの地方創生

の中にいけていかないと、先ほど町長がおっしゃられましたようにね、これは、合

併への促しでもあり、また大きくとらえますと、これ道州制の１つの橋でないかと

いうふうに思っています。 



 そういうことから、このたびの権限委譲は、本町にとって本当に有効っていうこ

とであれば、そして単独という形でこれからも東員町は維持していくならば、早い

時期にこの確実な政策を立てていかないとだめだというふうに思っております。そ

の辺の意気込みを再度１問目の最後して、町長のご意見をお聞きしたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   この地方創生、議員おっしゃられるとおりでござい

まして、地方の創意工夫でまちづくりをしていけということは言われてるわけです

ね。だから我々はそういうつもりで、受けて立つつもりでおるわけでございます。 

 ところが、そこに法律の岩盤規制がある。これは、どう考えても、片方でやれと

言っといて、片方でもうおりをつくっとるみたいなんですね。手綱は緩めるがおり

はつくるというようなやり方ですので、本当の地方再生には僕はならないというふ

うに思ってまして、そこのところはね、権限委譲ではなくて、規制緩和をしてもら

いたいんですよ。規制緩和を。ちゃんと地方が創意工夫できるような規制緩和をし

ていただきたい。これが私はセットでないと地方創生は本物にならないというふう

に思ってますので、その点はもう議員と同じ気持ちでございますので、国に向かっ

てこの辺は訴えていきたいというふうに思っております。 

○議長（山本 陽一郎君）   藤田議員。 

○１０番（藤田 興一君）   １つ目の農地転用権限委譲について質問を終わら

せていただきます。ぜひとも法律という壁をぶち破って、頑張っていただきたいと

いうふうに思っております。 

 ２つ目の、空き家問題について質問をさせていただきます。 

 通告書にも書いてございますように、空き家問題は全国の自治体においては共通

の難題でございますし、平成２５年度では日本の総住宅数６，０６３万戸の内、空

き家数は８２０万戸で、七、八軒に１軒の１３．５％となっているというデータが

出ております。 

 東員町におきましても、例外ではなく、現状と今後の活用等について、以下の３

点についての質問をさせていただきます。 

 まず、１つでございますが、東員町の空き家・空き地バンクの現在における結果。

あわせて今、空き地・空き家が何軒あるかとも一緒にお示し願いたい。 

 それから、２つ目におきましては、今後の空き家の活用計画と対策について、東

員町としての政策はあるのか。 

 ３つ目には、放置された空き家が近隣にとって多くの問題を引き起こす危険性が

強いことから、他市町においては、空き家条例、それから空き家の適正管理に関す

る条例等が制定されております。東員町においても、その必要性はあると思います

が、本町における、この団塊の世代とあわせて、対策をお願いしたい。 



 それから、４つ目でございますが、空き家対策特別措置法が成立しました。これ

に関して、東員町の取り組みをお聞きします。 

 以上の４点についてのご答弁をお願いします。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   空き家問題についての答弁をさせていただきます。 

 空き家の現状につきましては、先ほど議員がご案内のとおり、全国では６，０６

３万戸の内、空き家が８２０万戸で１３．５％。三重県では８３万１，０００戸の

内、空き家数は１２万８，０００戸で空き家率は１５．５％との結果が出ており、

深刻な問題となっております。 

 東員町における空き家率は、全部で９，１７０戸の内、５９０戸が空き家となっ

ておりまして、６．４％。平成２０年度に調査したときと今とほとんど変わってお

りません。 

 空き家・空き地情報バンク制度の利用状況でございますが、本制度は平成２０年

度に創設した。そして物件を貸したい、売りたいという所有者と物件を借りたい、

買いたいという物件利用希望者との双方の橋渡しを行っております。 

 本制度の利用者が少ないことから、昨年５月には、笹尾、城山地区の空き地３１

０軒、空き家６８軒の所有者を対象に、空き地・空き家の現状、管理、今後の利活

用及び空き家・空き地情報バンク制度についてアンケート調査を実施し、制度の概

要の周知を行いましたが、その回収率は残念ながら４０％弱と少なく、またさらに

は空き家・空き地情報バンクの申し込み件数は、制度創設から現在まで１７件と、

利用される方がほとんどなくて低空飛行を続けているのが現状でございます。 

 バンクの利用が少ない要因の１つとして、笹尾、城山地区の空き家につきまして

は、所有者が不動産業者を介して売買等が成立しておりまして、民間での流動性の

あることが考えられます。 

 しかし、利用の少ないこの制度につきましては、その手法や運用につきまして、

もう一度検討し直す必要があるのではないかなと考えております。 

 ２点目の、今後の空き家の活用計画と対策についてでございますが、本町の取り

組みとして、これまで若者定住促進や先ほどの空き家・空き地情報バンク制度の活

用などを行ってまいりました。 

 今後も、引き続きこの制度をやっていく中で、それを見直していくということも

含め、その有効性を活用するとともに、さらに来年は今国会中に追加上程を予定を

いたしております地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金、いわゆる地方創生

先行型を活用しながら、町内全域を対象に、空き家の所在する位置や建物の状態な

どの実態調査を行い、改修などで利活用できるものであれば、所有者の意向も踏ま

え、仲介なども含めて検討してまいりたいと考えております。 



 ３点目の、空き家条例についてでございますが、空き家に関する条例につきまし

ては、全国で約３５０の市町村で施行されており、放置され、荒廃した家屋の所有

者に対し、指導ができる適正管理に特化した条例や、中には適正管理に加え、有効

活用を含んだ条例も見受けられます。 

 本町の空き家率は、冒頭で申し上げましたが、６．４％と、国や県と比較いたし

ましても決して高いものではございません。 

 しかし、適正に管理されない空き家が増えることを考えますと、防災、防犯、景

観などの観点から、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことが懸念されます

ので、条例の制定も視野に入れながら、検討をしてまいりたいと考えております。 

 また、町内で団塊世代と言われます昭和２２年から２４年生まれの方は、１，７

２８名いらっしゃいます。その方々が町外へ転出された場合、空き家の増加の可能

性につきましては、分母が大きいだけに大変深刻だと言わざるを得ませんが、団塊

の世代だけでなく、どの世代でも東員町に住んでよかったなと思っていただけるよ

う、努力をしてまいりたいと考えております。 

 最後に、空き家対策の推進に関する特別措置法の成立に伴う東員町の取り組みに

ついてお答えを申し上げます。 

 空き家の適切な管理や利活用の促進策などが盛り込まれた空き家対策の推進に関

する特別措置法が昨年１１月に成立いたしました。 

 なお、法律の施行日は未定でございます。これまでの空き家対策等は、市町村の

条例レベルでの対策が主でありました。 

 しかし、これからはこの特別措置法により、国土交通省と総務省が連携し、空き

家対策の基本方針を策定することとなりました。 

 町といたしましても、この基本方針を受けまして、先ほど申し上げました空き家

の実態調査の結果に基づき、空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施する

ため、こちらも地域活性化・地域住民生活緊急支援交付金を活用し、空き家等対策

計画の策定を行ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   藤田議員。 

○１０番（藤田 興一君）   この空き家に関して、去る３月４日に、町長、新

聞で読まれたと思いますが、中日新聞の北勢版に、いなべ市の空き家という形で、

いなべ市が、京都産業大学と提携して、どういうふうな空き家をやろうかというも

のがこう新聞に載っております。確かに、この京都産業大学っていうから学生です

けども、そういう学生の若い視点から、どういうふうにしたらいいんだということ

で、ロケ地の映画村にするとか、ペットと宿泊できる施設とか、空き家を結婚式場

にするとかという、いろんな施策を取っております。先ほども言いましたように、



イオンとの提携ね、それともあわせて何かこう、いなべ市に先手取られているなと

いう感がしないわけでもないですけども、本題に入って質問をさせていただきます。 

 先ほど町長の説明におきまして、東員町では５９０棟ですか、５９０棟の空き家

があるということで、さらには空き家バンクに関しては、非常に申し込みが悪いと

いうことで、１７件でとどまってるというふうに答弁されました。 

 それから、先ほどの答弁の中でちょっと気になったのが、この空き家バンクの手

法、運用について検討し直すというふうにありましたが、どういうふうな検討をし

直すなのか。これについてちょっと言葉が気になりましたものでご説明願いたいと

思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   先ほども申し上げましたように、これから、この緊

急経済対策って言うんですかね、これを活用して、空き家の実態調査までやろうと。

すなわち今までは、どこにどのぐらいの空き家があるかっていう数を数える程度だ

ったと思うんですが、これからは、空き家その物がどんな状態にあってどういう位

置にあってどういう状態なんだというところまで調査をして、活用できるのかでき

ないのかも含めて考えていきたいというふうに思っております。そういうことを踏

まえて、この空き地・空き家バンクも、少し検討をし直していかなければいけない

んではないかなというふうに思っております。 

○議長（山本 陽一郎君）   藤田議員。 

○１０番（藤田 興一君）   それが次の２つ目の、今後の空き家活用対策と関

連するような答弁に受けとめられますが、そういうふうに理解してよろしいですか

ね。 

 今、言った手法や運用に検討し直すとあるということに対して今、町長おっしゃ

られましたよね。それに関しては、地方創生等も鑑みて、それでやるという、徹底

した全町の実態調査、それが使えるか使えないかというものをおっしゃられたわけ

ですね。それは今、言うここの４つの内の②番目に当てはまるんじゃないかという

ふうに思ってますけれども、それと関連しますかということを聞いとるわけです。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   そのとおりでございまして、これからの計画に反映

をさせるということで、本当の実態調査をやりたいというふうに思っています。 

○議長（山本 陽一郎君）   藤田議員。 

○１０番（藤田 興一君）   今ね、問題になってます地方創生先行型が、今、

今度、補正予算等で上がってきました。その中でのタイミング的にね、非常にいい

んですけども、これがなかったら果たしてやったんだろうかと。ちょうど運よく国

のこの地方創生の補助が出てきたから、それに便乗するような形であるというふう

に受けとめられるわけですよね。これがなかった今まで何をやってたか。たった１



７件。もうちょっと前向きな姿勢でできなかったかということなんです。今ちょう

どこの地方創生の中のこの補助が出てきたからいいんですけども、今まで何やって

たんですか。ご答弁願います。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   本当そのとおりでございまして、実はこれが出てく

る前に来年度予算で、この実態調査をやりたいというふうなことを考えておりまし

た。ちょうどこれが出てきたんで、そこへ乗り込んだということでございまして、

今まで確かに、これ１７件しかトータル出てこない空き家・空き地バンク、これで

はいけないよねと。 

 実は、笹尾、城山地区に結構こう注目されてるんですけど、在来地区のほうが空

き地じゃなくて、空き家は多いんですよね。その実態が、わからないということで、

これをね、調査をしたいというふうに思っておりましたとこでちょうどこれが出て

きたということでございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   藤田議員。 

○１０番（藤田 興一君）   もうこの空き家バンク云々っていうのはね、もう

１回廃止されて、今、言われましたようにね、原点に戻って全町調査して、そして

どういうふうに対応するかっていうのを、これをしっかりとわきまえて活動してい

ただきたいというふうに思っております。 

 ３つ目でございますが、この団塊との関係ということで、ちょっときつい質問で

ございますけれども、団塊の世代が約１，８００人ぐらいいらっしゃるんですかね、

その方が一斉に出たときっていうのは、これ今の問題よりもちょっと厳しい状況に

なってくるというふうに思っております。 

 そういうことから、早いうちに今、言われました調査、それから対策を図ってい

ただけたら、この２番、３番っていうのは解決するんじゃないかというふうに思っ

ています。 

 そして、最後の４つ目のですね、４番目の空き家対策特別措置法ということに関

して質問させていただきますけども、この法律、措置法、当然、計画書を出さない

かない。空き家等の対策計画をつくりなさいっていうふうに法的で義務づけられて

おりますが、この計画はいつごろからやられる予定でおられますか。 

○議長（山本 陽一郎君）   建設部長。 

○建設部長（山下 誠司君）   まだ正式に法がアップされたという状況じゃな

いもんですから、時期的なものは今まだちょっと申し上げるべきではないかと思う

んですが、まず国のほうから基本指針っていうのが示されます。それがまだこれか

らですので、それを受けて、基本指針に基づいて計画策定という流れになりますの

で、タイミング的には今回、先ほどの地方創生の関係で補正予算も挙げさせていた



だいたということなんですが、その中には計画の策定も盛り込んでおりますので、

近々にはそういう計画を充実していきたいと、そんなふうに思っております。 

○議長（山本 陽一郎君）   藤田議員。 

○１０番（藤田 興一君）   昨日ね、ちょっと調べたんですけどね、この法律

の施行日は、２月１７日付で２月２６日の交付というふうに、昨日ちょっと調べた

らそういうふうになっとんですけどもね、私の調べ間違いかな。そういうことから

考えるとね、今、言うような、ちょっと建設部長、それから町長の答弁に関しては、

これ１回確認しといていただきたい。 

 それと、最後の質問になりますが、当然、国からの指示とか来れば、この対策計

画はやられると思いますが、この中に協議会組織をつくりなさいってあるんですよ

ね。この法律の中に第何条かな、第７条に、市町村においてはこの協議会をつくり

なさいってあるんですけど、まだそこまでは計画をされてないと思いますけども、

やはりこういう大きな問題に関しては、また、協議会をつくられたときにはどうい

うメンバーでどういうふうな形でやるんだということを議会のほうにお知らせ願い

たいと思いますが、今、言われたように、全くこの措置法に関しては、現在の状況

では白紙の状態であるということですか。お答え願いたい。 

○議長（山本 陽一郎君）   建設部長。 

○建設部長（山下 誠司君）   申しわけございません。発布の日は再度確認さ

せていただきますが、いずれにしても近い将来だというふうに考えておりますので、

お許しを願いたいと思います。 

 おっしゃるとおりで、協議会の設置も義務づけられておりますので、それらも含

めて計画策定という流れでさせていただきたいと思います。 

 申しわけございません。６カ月施行ということで、期限、５月２６日が施行とい

うふうに今のところ予定をされております。それも受けまして、計画の中に当然盛

り込んでいきますし、協議会の設置も、これはもう義務づけられとる話ですので、

きちんとした形の中で対応をさせていただきたいと、そんなふうに思いますので、

現時点では全く白紙ということです。 

○議長（山本 陽一郎君）   藤田議員。 

○１０番（藤田 興一君）   最後になりましたが、今回私が質問いたしました

権限委譲、それからこの空き家問題に関しては、東員町の人口増というものに絡ん

できます。当然なくなった定住促進とも復活させていただきたいと思いますし、そ

ういう観点から、町長を初め、部長並びに管理職の皆様にお願いしたいんですが、

これの２点に関しては本当に真摯な態度で挑んでいただきたいということを強くお

願い申し上げまして、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。 


