
○９番（水谷 喜和君）   ９番の水谷喜和でございます。 

 このたびの選挙によりまして、この場所に送っていただきました。ご支援いただ

きました皆さんには、この場をおかりいたしましてお礼申し上げます。今後４年間、

皆さんの付託に応えるよう頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 さて、通告に従いまして２点の質問をさせていただきます。 

 １点は本町における財政について、２点目は空き家対策についてでございますが、

実は私、この席に上げていただいたら、まず最初に質問しようと考えていることが

ございました。それは皆さんご存じと思いますけど、私はライフワークとして、ま

たマニフェストにうたっておりました緑を生かしたまちづくりということで、これ

を私、一生の仕事として考えておりますので、ぜひ町長とお話をさせていただきた

いなと思っていたんですが、議会に来て見せていただきました、平成２８年度当初

予算概要でございます。これを一読させていただきました。それで愕然といたしま

して、１回目の質問を財政運営についてということで、急遽変更したという内輪の

話でございます。 

 それで予算概要には平成２８年度一般会計予算、７８億９，２００万円置いて、

財源不足分を財政調整基金からの繰入れ、２億４，０００万円あるということでご

ざいます。本町の財政調整基金、１億円以上の繰入れは１９８１年（昭和５６年）

だと思いますが、それ以来だということでお聞きしております。 

 昭和５６年といいますと、たしかこの庁舎が昭和５５年にできておるかと思いま

す。こういった昭和５６年、たしかこの町ができたということで、このころは新し

いまちづくりだということで、どんどんイケイケの時代だと思います。これから新

しいまちをつくっていくんだということで、財政基金を出したところで将来への投

資ということで、立派に新しいまちづくりをつくっていただいたということで、こ

れはこれなりの成果があったと思います。 

 が、今、全国どこの自治体でも少子高齢化ということで、どんな村も町も苦しん

でおられるということ、これは私も承知しておりますし、マスコミ等でいろんな話

を聞いてます。東員町も例外ではないと思っております。 

 そこで１点目のお尋ねでございます。本町における財政運営について、お尋ねい

たします。 

 １つ目は、これまでの４年間と平成２８年度予算に向けては何が大きく変わって

いるのかということです。 

 ２つ目は、その対策はどのように進められているか。 

 ３つ目、これからの財源の見込みはどのように考えておられるのかということを

お尋ねいたします。 

 よろしくお願いいたします。 



○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   水谷議員の、変更していただいて財政運営について

というご質問でございますので、お答えをさせていただきたいというふうに思いま

す。 

 平成２８年度の当初予算の編成を今いたしております。歳出につきましては、義

務的経費のうち扶助費が増加したことや、国民健康保険・介護保険、後期高齢者医

療への繰出金が増加したことにより、今、議員ご紹介いただいたように、記録が残

っているのでは昭和５６年度以降で初めて財政調整基金の繰入れということになっ

て予算編成をいたしております。 

 これは平成２８年２月に策定いたしました東員町人口ビジョンにもありますよう

に、人口減少と年齢構成の変動に伴い、社会保障関係経費が増加していることが要

因となっておりまして、この状況は今後も続いていくことと考えております。 

 また、今後の財政につきましても、生産年齢人口の減少に伴い町民税の個人住民

税は減収傾向にあります。 

 税収増を図るための企業誘致につきましては、本町の遊休土地の現状から、大き

な企業誘致というものは望めないということになっておりますが、今年の夏に開通

予定の東員インターチェンジの優位性もございますので、いろいろなネットワーク

を使って、少しではありますけれども、残っている本町に適した企業誘致を図って

まいりたいというふうに考えております。 

 また、本町では子育て支援や教育環境の充実など、若者定住に向けた政策を進め、

生産年齢人口の抑制を図っておりまして、今この時代には数少ない、子どもの数の

増えているまちとなっております。しかし、やはり厳しい状況には変わりはありま

せん。 

 財政状況が厳しさを増す中、町といたしましては補助費、物件費などの経常的な

歳出の徹底的な見直しを進め、身の丈に合った標準的な歳出規模を維持し、財政の

健全運営に努めるとともに、当初予算編成の基本方針であるまちの形を変える、人

に優しい地域をつくる、未来へ投資するを推進し、これからの地域づくりは行政主

体ではなく、町民の皆さまが自分たちの課題を自らが解決しながら、自分たちの身

の丈に合った自分たちのコミュニティを自らの手でつくっていってもらうというこ

とが必要になってきます。 

 こういったまちづくりを今後も進めてまいりたいというふうに思っておりますの

で、どうぞよろしくご協力いただきますようお願いを申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷喜和議員。 

○９番（水谷 喜和君）   今の町長のお話を聞きまして、私がそれなりに勉強

したこと、大変財政事情が厳しいということはひしひしと伝わってくるんですが、

この厳しい財政の中、町長は限られた財源の中で残り３年、あるいはもう１期やら



れるとして、７年先の中長期的な課題は何と考えておられるのか、お聞かせいただ

きたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   先ほども言いましたように、人口ビジョンの中で人

口が減少していく。それも生産年齢人口が減少していくということで税収が非常に

厳しいということ、それもあるんですが、もう１つ、先ほど少し議員も触れられま

したように、昭和５０年代に本町の特に建物関係、施設というのはできております。

昭和５０年代が一番多いということで、今、３５年から４０年ぐらいたってきてい

る建物がほとんどでございまして、これから一気に補修なり改修、あるいはものに

よっては建てかえというものが出てくるということで、大変な財政支出を見込んで

いかなければ、施設そのものが老朽化をうまく回避できていかないという状況にあ

ります。 

 こうしたものをこれから中長期的に計画的に、改修計画というものを立てて進め

ていくということになってきます。これが財政上一番本町が厳しい状況になるので

はないかなというふうに思っております。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷喜和議員。 

○９番（水谷 喜和君）   一番厳しい質問をしておりまして、即答できるよう

なものではないと考えておりますが、こういったいわゆる昭和５０年代の施設のア

フターケアなり建てかえなり等、どんどん倍数的に予算化されていかないとあかん

と、それは私も同感でございます。だから私も心配しているんですけど、その課題

に対する見通しというのはどんなものですか、ちょっとお聞かせください。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   先ほども言いましたように、個人町民税がどんどん

減ってきます。そして法人税につきましては波があって、必ず入ってくるというこ

とのあてにできるものでもありません。 

 そんな中で本当に限られた財源を使って、先ほど申しましたような課題に対応し

ていかんならんということで、２０年、３０年と建物の計画を立てまして、先ほど

言いましたように計画を立てて平準化していく。１年に使うお金を、これだけの中

で使っていくという、計画的に平準化していくということが一番大切なことではな

いかなと、それが対処方法かなというふうには思ってますけども、１つだけ一番課

題なのが東員第一中学校ですね、もうこれ５０年たってますので、これはもう早急

に計画して建てかえんならんというところへ来てます。このお金を捻出をしていか

なければいけないということに、これから我々は一生懸命努力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。 

 対処方法、なかなかうまくこうですよと見せられないのが非常に苦しいところで

すけども、限られた中でも我々としては頑張って、このまちを将来につなげていく



という目標を持ってやっていきたいというふうに思ってますので、皆さまにもご協

力をいただければなと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷喜和議員。 

○９番（水谷 喜和君）   大変厳しい事情だと思います。財政調整基金が今２

０億円強で、今回２億４，０００万円ほど、これは予定でございますが使っていた

だくと、単純計算で７～８年しかないと。ほかの資金も、いろんな各項目の資金を

含めても４０億円余りで、今年度で１４％ほど使っているということで、大変厳し

い状況でございます。 

 こういった厳しい財源事情の中で、私もここへ来て、こんなに厳しい事情になっ

ているとは思いませんでしたので、改めてこういう質問をさせていただいたんです

が、今回の選挙において、議会の若い方も、４年の間で８人もかわっているという

状態の中で、そういった議員の皆さん、ベテランの方は承知のことだと思いますが、

こういった方にもこういった事実、何せい何せいという質問は大事なんですが、東

員町の財政事情はこうなんですよと、先日の町長の施政方針の中にも厳しく言って

おられます。 

 そういった事情の中でこの議会に対して、それから役場の職員に対しても、専門

の方、担当の方についてはこの数字、大変だなということは感じておられると思い

ますけども、先ほども話がありましたように職員に対しての周知ですね、これぐら

いになっているのですよと、どうしたらいいんだというぐらいになってもらわんと、

これからの持続的存立ですか、東員町が成り立たんということです。だから議会、

役場職員、それから住民の方に対しても、これは嫌でも進めていかないとだめだと

思います。 

 昨年、町の懇談会ですね、以前は学校区で６カ所ぐらいやっておられたと聞いて

ますけど、去年から２３自治会を回られたということで、その財源をお話をされた

ということであったんですが、私も参加してましたけど、そこまで厳しい事情とは

わかりませんでした。こういったことをどんどんと進めていかないとあかんと思い

ますので、役場、議会、町民に対する厳しい財源の事情を周知するということ、こ

ういった周知の方法について、お考えがあればお聞かせください。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   職員につきましては、当然財政担当はよくわかって

おりまして、ただ、全職員が本当に厳しさを共有しているかというと、議員がおっ

しゃったように、そこまでいってないかもわかりません。ですからこれはいつも幹

部会議、あるいは課長会議なんかで職員の皆さんに厳しい現状を徹底するようにと

いう話をさせていただいております。 

 また、議員の皆さまには議会、あるいは委員会のたびにお話もさせていただいて、

ご理解をいただく努力はさせていただいておりますけども、まだまだ不十分かもわ



かりません。 

 町民の皆さまに対しましては、今言っていただいたように去年、町政懇談会、全

自治会でやらせていただきました。財政課長も同行させていただいて、財政課長か

ら財政の状況について説明をさせていただいたところですけども、こういう機会、

また今年も町政懇談会を計画しておりますので、そういうところで何回もお話をさ

せていただかんならんというふうなことを思ってますけども、財政の冊子「まちし

るとういん」というのを毎年出しておりまして、その中でも町民の皆さまに訴えて

いきたいなというふうに思っております。 

 何はともあれ、町がなくなってしまったらどうにもなりませんので、何とか維持

できる方向で進めてまいりたいというふうに思っております。どうぞご協力賜りま

すようよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷喜和議員。 

○９番（水谷 喜和君）   よくわかりました。私ども地域へ帰って、こういっ

た事情も進めていきたいと思います。 

 それから施政方針の中で町長も述べられておりますように、町がするんじゃなく

て、町が手助けするんだと。できることは手前らでやれという、どこやらのホーム

センターのキャッチにありましたけど「ドゥ・イッツ・ユアセルフ」ですね、やれ

ることは手前でやれと、こういったことも取り入れていったらいいんじゃないかと。

やれることは地域の方にやっていただくと。それを補助するということをですね、

そんなことも進めて、町長の施政方針の中で言われている、こういったこともどん

どん進めていったらいいんじゃないかと思います。 

 これにて１つ目の質問は終わらせていただきます。 

 ２つ目の質問に移らせていただきます。 

 空き家対策でございます。 

 ここ数年、マスコミで空き家がどうのこうのということで、空き家対策で大変だ

ということで問題になっておりまして、ちょっと苦になったので調べてみたのです

が、全国で１３．３％の空き家があるということで、８２０万戸ということで、検

討のつかない数字でございますが。三重県はといいますと、これも同じく１３．５％

でしたか、１５％か１３％ございます。 

 東員町はどうなっているんやということで、東員町も大変だろうなということで

見ましたら、６．４％となっておりまして、これは５９０戸あるんやということで、

あくまでも統計段階だということで、どうも聞いてみますと、もう少し少ないよう

でございますが、少なければ少ないで結構でございますが、こういった空き家が、

いずれ人口も２５年後には２万人ということで、当然人が減れば家も空いてきます

ので、いろんな問題が出てくると思います。 

 １つ目の質問でございますが、町内における空き家の現状とその対策及び進捗状



態について、まずお聞かせください。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   空き家対策について、お答えをさせていただきます。 

 空き家の現状につきましては、総務省が平成２５年度に実施いたしました調査で、

全国で住宅総数の１３．５％、８２０万戸、三重県では１５．５％の１２万８，０

００戸となっておりまして、この数字は年々増加傾向にありまして、全国的に大変

深刻な問題となっております。 

 本町における現状は、先ほど議員からご指摘いただきましたように、６．４％の

５９０戸ということでございまして、これにつきましては平成２０年度調査時と比

較いたしまして、ほとんど変化がないということでございます。 

 適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等、地域住民の生活環

境に深刻な影響を及ぼしていることから、昨年５月２６日、空き家等対策の推進に

関する特別措置法が施行されました。本町におきましてもこの法律に基づき、空き

家等対策計画を策定するため、今年度、現地調査を実施いたしております。 

 町内の空き家を把握するに当たり、１年以上水道が利用されていない家屋を対象

に現地調査及びアンケート調査を行いました。その結果、平成２７年９月末時点で

１４２件の空き家を確認いたしております。内訳といたしまして、８割を超える１

２３件の建物がおおむね良好な状態、倒壊の恐れのある建物は１９件で、これにつ

きましては所有者のご協力を得ながら何らかの対策をとっていかなければならない

ことから、今後、役場内で協議を行ってまいります。 

 また、空き家等対策計画を今月中に策定する予定となっておりますが、本計画に

おきまして空き家等の対策を推進するに当たり、所有者、町民、地域等と連携して

取り組むということにしておりますことから、平成２８年度予算におきまして、空

き家の利活用を含めた対応について協議いただくための空き家対策協議会運営費用

を計上させていただいております。 

 今回の調査結果から、空き家の約８割が良好な状態にあることから、この空き家

を有効活用する方策とそのための制度設計が必要と考えております。既に近隣の企

業では、町外なんですが、社員の出張の際に宿泊施設として空き家を活用している

という、そんな事例も出てきております。本町も地域内で気軽に高齢者が集える場

所のような活用方法や町内の企業と連携しながら空き家の有効活用を図っていけれ

ばと、現在考えているところでございます。 

 企業の宿泊施設として活用いただけるということになれば、施設の管理を地域の

方にお願いしたり、そこでまた提供する食事の食材を地域の農家と契約して納入し

ていただく、そんなようなことも考えられますことから、そこに雇用とか、農業振

興といった事業化も生まれてくるというふうに考えております。 

 いずれにいたしましても空き家の利活用につきましては、積極的にこれから取り



組んでいかなければならないというふうに考えておりますので、よろしくお願いを

申し上げたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷喜和議員。 

○９番（水谷 喜和君）   ただいまの質問の中で、こういった空き家対策につ

いての課題について、質問を落としましたので、お話をいただきますでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   質問の中で確かに２番は落としたのですが、答弁に

含まれておりましたので、再質問という形でお願いします。 

 水谷喜和議員。 

○９番（水谷 喜和君）   統計では６９０件とか６７０件という、あくまでも

統計といえばそれまでなんですが、現実に町のホームページの行政報告でちょっと

見せてもらったんですが、全戸調べたということで書いてございました。何か水道

の使われてないうちを調べたのか、数字的に１４２件あったということで今お聞き

しましたけど、ちょっとその辺の余りにも差がありますので、お答えできる方があ

りましたら。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   なかなか国の調査と申しますと大きな数字が出

てくる。私もびっくりしておったんですけども、国の調査と申しますのは、いわゆ

るその他住宅も含まれます。その他住宅と申しますのは別荘やら２次的住宅、また

は賃貸やら売却用住宅ですね、これも含めてという数字なんですわ。私どもが調べ

たのは、きちっと現地調査も行った上での数字になってますので、実際にそれが住

宅として使えるかどうか、それを含めての数字ですので、その辺が数字の差異にな

っていると考えてございます。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷喜和議員。 

○９番（水谷 喜和君）   １４２件ということでありますが、こういったもの

を調べられる過程で問題か何かありましたか。担当者のお答えをお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   まず航空写真で見て、それから水道の閉栓状況、

使用状況で見て、いろいろ調査方法を考える中で、ずっと絞り込んで１４２件にな

ったんですけども、それにつきましても１件１件現地に出向きまして調査をしてご

ざいます。しかしながら中まで入ってということはできませんので、その辺につい

ては、まだまだこれから調査する余地があると思います。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷喜和議員。 

○９番（水谷 喜和君）   １４２件あったということでございますが、どうも

私の思いが強過ぎるのかわかりませんけど、六百何十件とかいう思いが、まだ頭か



ら消えんかわかりませんけど、１４２件調べられたということで、地区別に、学校

別にはホームページに行政報告として載っておったんですが、いわゆる集落別です

か、そういったものの記録が今あればお話をいただくし、なかったら後日見せてい

ただいたら結構ですけど。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   学校区別には、私も今、数字を持っておるんで

すけども、行政区別には持ってませんので、後日、私させていただきますので、ど

うかご了解いただきますように。申しわけございません。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷喜和議員。 

○９番（水谷 喜和君）   それで幸いといいますか、思ったより少なかったこ

とは結構なんですが、この利用ですね、有効利用をどうするかということで、私も

いろんな友だちとお話をしていたら、こんな遊んでいる住宅があったら、いくらで

もあるやないかという、私もこの話に乗ってしまったぐらい、立派に理論的に話す

んですね。 

 私もそれなりに調べてみたんですが、実は今、名古屋市内に国費の留学生、世界

各国から来ている留学生が３，５００人ぐらいおるというのですね。名古屋市外を

含めた愛知県近辺の町村を含めると６，０００人を超えるというデータがございま

して、この留学生たちは、当然経済的にも恵まれてないということで、学校は市内

であっても遠いところから通っておると。市内の安アパートを探して、１時間以上

の時間を使って通っておるんだと。 

 それなら名古屋のバスセンターから５０分で来るこういった住宅を使うようにし

たらどうやと、そんな考えはないのかねということで、私もハッパをかけられて、

それなりに勉強をしました。 

 片や、今、子どもたちがいろんな学校以外の塾へ通っておるということで、塾は

専門的とか、進学校に通っている月謝は、多いときは１人７万円とか８万円とか、

途方もない金額を使っておりますけど、普通というとどこかわかりませんけど、普

通のお子さんが塾へ通っているのがいくらかなということで、私なりに調べてみた

ら、１教科５，０００円から６，０００円と。英語、数学、理科というぐらいで１

万５，０００円から１万６，０００円ぐらいかかるんじゃないかというような数字

が大半でございました。 

 それで英語にやっぱり皆さん塾代を使っているんですね。月５，０００円なり６，

０００円なり使っていると。であるならば、そういった留学生をこちらの空き家へ

紹介して、今、交通費もかかりますけど、その辺は三重交通と仲よくしております

ので、留学生だから安くしてもらうなり、留学生に町内で日曜・祭日、そういった

イベントのある日は地元の子どもたちと遊ばせたり、語学の勉強、それから国際的

なお話、意見交換を、若いうちに子どもたちに外国人と触れ合うことによって、も



のすごく知識が広がると思いますので、そういったことができたらなということで

私は考えておりますので、できたら有効活用の一環として、空き家対策について考

えていただけるなら幸いかと思います。 

 よろしくご意見をお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   空き家の活用方法としてすごくいいご意見、参考に

なるご意見をいただいたかなというふうに思っておりますけども、その仕組みをつ

くっていくのをどうすればいいか、それから留学生を呼び込むためにどうすればい

いかと、課題はたくさんあると思います。小学校の英語の教科化ということもあり

ますので、これから小学校でも英語を教えていくという、そんな時代になってきま

したから、今のご提案につきましては我々もちゃんと受け止めて、一度役場の中で

も検討をさせていただきたいというふうに思ってます。 

 まだ空き家の状態の整理というのが手元に届いてこないので、どんな状況になっ

ているかというのがよくわからないんですが、いずれにしろ、空き家をちゃんと活

用する方法を考えていかなければいけないと思ってますので、そのうちのアイデア

の一つとして大変重要なご示唆をいただいたかなというふうに思ってますので、検

討をさせていただきたいというふうに思います。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷喜和議員。 

○９番（水谷 喜和君）   ２点について、詳しくご返答をいただきました。 

 どうもありがとうございました。 


