
○１３番（山本 陽一郎君）   この大自然の摂理のごとく、三寒四温の言葉の

とおり、我が町を潤す小川を流れる水ようやくにしてぬるむ時を迎えようとしてお

ります。 

 私どもは先の議会議員選挙で示された町民による民意を真摯に受け止める中で、

これまで以上に、あくまで是々非々の立場で、この町の明日への健全なまちづくり

のために、心ある多くの皆さんとともに議論を重ねながら全力を上げて取り組んで

まいりたい、このようにお誓いをさせていただきたいと思います。 

 今日午前中に若者代表である石垣議員からの、夢と希望に満ちた一般質問を拝聴

いたしました。私は長老という立場であるというふうに言われておりますので、高

齢者を代表して、いや、子育てをする世代、そして若者世代、そういう世代を超え

て、皆さんとともに、この町のあるべき姿について議論をさせていただきたいと思

います。 

 今日はまず行政についてということで、町長にお尋ねをさせていただきたいと思

います。 

 町長ご就任以来５年目を迎えられております。そんな中で隣町と比較するのもど

うかと思いますけれども、いなべ市はこれまで大手スーパーと連携しながら、野菜

をはじめとする農産物について、地産地消を図りながら、あるいは大手レンタル会

社による大規模な修理工場の建設、そして近々精密機械会社ですね、ヤマザキマザ

ックでしたか、こうした企業を誘致しながら、高齢者の生きがい対策や若者の定住

促進に向けて着々と企業誘致を行っております。これは近い将来における大変な少

子高齢化社会に備えるとともに、いなべ市のさらなる発展を目指しているように見

えてきます。 

 そんな中で我が東員町の明日へのまちづくり戦略について、お聞かせをいただき

たいと思います。 

 もちろん、いなべ市と我が町ではその自然環境、住環境、そして立地条件も異な

っております。そして、これまで誘致されてきた首長としての経験の差も、あるい

はあるやもしれません。それらを超えて、この町をリーダーとして引っ張っていた

だく水谷町長として、この町はどうあるべきか、今までの議論をお聞かせいただく

と、ややもすると出ずる話、出す話が多くて、入るを図る、そういう話が少ないよ

うな気がいたしますので、どうぞその辺のところを、この後でお聞きをしますけれ

ども、福祉が大事、教育も大事、インフラも大事、そういうことであるなら、やは

りこの町が自立していける、そんなまちづくりに向けての決意をお伺いをさせてい

ただきます。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   行政についてのご質問にお答えをさせていただきま

す。 



 まず、企業誘致の件でございますが、本町も県の企業誘致推進課と連携をしなが

ら、本町の限られた工業団地などを中心に紹介をさせていただいておりますが、ご

承知のように本町は行政面積が大変狭いという町でございまして、進出希望の企業

も限られてきております。中にはまとまった広い面積が欲しいという要望も、ない

ことはありません。しかしなかなか今の現状では希望に沿えないというのが現状で

ございます。 

 ただ、こうした限られた条件の中でも、本町の条件に合う企業誘致は欠かせない

ものと考えておりまして、県だけではなくて、いろいろなネットワークを活用して、

引き続き努力を重ねてまいりたいと考えております。 

 また、町外からの呼び込み型産業振興も重要と考えておりますが、魅力の掘り起

こしや特産品づくりから生まれる、地域資源を活用した内発型の自立したまちづく

り、こういうことも本町のこれからの地域振興には非常に重要な施策と考えており

ます。他人を当てにするのではなくて、自らが仕事や雇用を生み出し、地域の中で

ひと・もの・かねが循環する仕組みをつくっていく、こういうことが地方の小さな

町が、これから人口減少社会の中、あるいは少子高齢化社会の中で、この現状を乗

り切っていく方策ではないかというふうに考えております。 

 次に高齢者の生きがいづくりにつきましてですが、本町の高齢者の皆さまは定年

後、町内外のいろいろなステージでご活躍をいただいておりまして、おかげさまで

本町は大変文化度の高い町となっております。それとともに、県下でも有数の健康

寿命の高い町となっております。 

 「ピンピンコロリ」という言葉もありますように、死ぬまで現役が理想でありま

して、本町の健康長寿の秘訣、そうなるための取り組まなければならない方策を探

るため、先ほど大崎議員にもお答えを申し上げましたが、来年度は三重大学医学部

のそうけ島研究室と一緒に共同研究を実施し、その結果を健康長寿のまちづくりに

反映させる計画をいたしております。 

 若者の定住促進につきましては、本町は比較的災害の少ない町という評価をいた

だいております。子育て支援や教育の質に力を注いでいるということもあり、若い

層の移住、定着が、毎年安定して進んでおりまして、子どもの数も、若干ではあり

ますが増えているというのが現状です。 

 今後は本町も人口減少は進んでいきますが、できるだけそのスピードを遅らせる

ことを考えるとともに、高齢化が著しい笹尾・城山地区の人の循環を促す手立てを

考えていかなければならないと考えています。 

 さらに今まで申し上げました、町全体の施策と密接に結びつくと考えております、

本町の顔となるべき新たな拠点整備が不可欠であり、私はそれは東員駅前やという

ふうに考えておりますが、その整備に都市計画法や農地法という、国の岩盤規制は

ありますが、不退転の覚悟で取り組んでいかなければならないと考えております。 



 いなべ市の取り組みにつきまして、るるご紹介をいただきましたが、条件も異な

りますし、それぞれの考え方というものも異なりますので、参考にはさせていただ

きますが、本町は本町の特色を生かした取り組みをしてまいりたいと考えておりま

す。 

 いずれにいたしましても、これからの行政運営は、これまでと同じ手法では難し

い時代になっておりますので、既存の仕組みを変えながら、住民の皆さまからお預

かりした税金を効率よく使わせていただくための選択と集中を図るとともに、町民

の皆さまと一緒になって地域の課題に向き合っていく地域づくりを進めてまいりた

いと考えております。ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   山本陽一郎議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   東員町は東員町の特色を生かしたまちづくり、

地域が主となってやっていく。それはそれで結構だと思います。しかし申し上げた

いのは、この町が、我々はあの平成の大合併に参加をしなかった、そういう事例が

あります。そのためには、この町が生き抜いていくためには何をするか。そのため

にこそ町長がいる、そして副町長がいて、執行部の皆さんがいる。 

 ある時、県の幹部の皆さんとの会合がありました。その時に申し上げた。これか

ら我々東員町が生きていくために必要なこと、それは町長が今言われましたね。駅

前を中心としたまちづくり。私どもは、いや、私は駅前も結構だけれども、あそこ

は何回も挫折をしている。そうであるなら大手スーパーが立地している。そしてや

がて東海環状自動車道が通ってインターができる新名神高速道路が近くを通る。こ

この三和地区を拠点としたまちづくり、これ以外に今のところ、私の思いつくとこ

ろはないのではないか、このように思います。 

 そして、そのことを県の幹部の皆さんにお話をさせていただきました。東員町の

置かれている実情はよくわかります。じゃあなぜ東員町としてのマスタープランを

お出しにならないのかというお話がありました。愕然としましたよね。町長就任以

来５年になって、まだそうしたまちづくりのマスタープランができていない。いや、

できているかもしれませんよ。東員町の駅前を中心としたまちづくり、これは遅々

として進まない。小なりといえども、あの長深地域には地主さんがみえるので、一

概にこちらの勝手なことを言うわけにはいきませんけれども、あそこの開発が緊急

のテーマである、これはだれが考えても愁眉の急である、このように思います。 

 そんな中で、地域のことは地域で考えろということでもないと思いますけれども、

やはり町が中心になって、町長がリーダシップをとって、この町がいつまでも自立

のまちづくりでいけるのか、このことを考えることこそ町長の役目であり、それを

補佐する副町長の仕事ではないのか。 

 今までそのマスタープランについてどのようなお考えで進められてきたのか、今

後どのように進めようとしているのか、具体的にお話を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）   先ほどもお話をしましたように、駅前もそうですけ

ど、三和地区のインターの周辺も同じような状況で、非常に厳しい法の規制がかか

っております。 

 私は就任以来、このインター周辺、それから駅前というものをターゲットにして、

ここの岩盤規制を外す、何とか外れないかということで、国県といろいろずっと協

議をしてまいりました。町の都市計画を見直し、マスタープランを見直していくと

いうことは当然頭に入っておりますが、むやみにやっていっても後が続かないとど

うにもならないということで、ある程度の目処が立つような状況というのをつくっ

て、それから町が考えるマスタープランをつくっていこうということで、ずっと努

力をしてまいりました。非常に時間がかかって申しわけないんですが、そんなよう

な状況の中で、ようやく少し前が見えかかってきたかなと、今、思いがしておりま

す。 

 このタイミングでマスタープランを変えていこうというふうにしておりまして、

来年度、その予算も要望をさせていただいている、そういう状況の中で、この間も

県の、今までなかったんですが、今までないことなんですが、都市計画の分野と農

林の分野と一緒に同じ場所に同席していただいて、東員町の我々と協議をしていた

だくというようなことになりました。そして、そこでいろいろご示唆をいただきな

がら、これから進めていこうということでございます。 

 これが当然、マスタープランの中に反映されていくということはもちろんでござ

いますけれども、今言っていただいたような状況、非常に厳しい状況でございます

ので、そこをまず打ち破っていかなければいけないということ、これが一番先決で

ございます。その今、努力をさせていただいているということで、少し時間がかか

っておりますけども、ご協力いただいて、一緒になって何とか規制を外すというこ

とについて、ご協力をいただければなというふうに思っております。 

○議長（三宅 耕三君）   山本陽一郎議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   今、町長がお認めいただいたように非常に遅れ

ている、遅々として進んでいない、こう言わざるを得ない。なぜなら先ほど申し上

げた、私が県へ行ってお話をさせていただいたのが、昨年の秋だったと思いますけ

れども、その時に言われたのは、東員町としてきちんとしたマスタープランを出し

てください、そうすれば県も一緒になって、国へでもどこへでも行って、その岩盤

規制とやらを破りましょうと、そういうお話もいただいております。笑っていると

ころじゃないんですよ。いろんな行政には手続きを踏まなければいけないことはわ

かる。だけど首長であるあなたが動かないことには進まないということを、よくご

認識をいただきたいと思います。 

 先ほど、いなべ市のことを例にとりましたけれども、本来はやるべきでないかも



しれません。東員町は東員町としての生き方を考えなければいけない。だからとい

って指をくわえて見てるわけにもいかないですよね。そうした思いの中で、ぜひ奮

起をお願いしたい、頑張っていただきたいというふうに思います。 

 そしてこの議案書を見せていただきますと、基金の取り崩しが多いですね。４６

億円少しあった基金が今年度、財政調整基金をはじめふれあい基金、そういったと

ころへ出て行く。それが６億円少しですね。約４６億円から４０億円ぐらいに減っ

てきている。いいんですよ。それは大義名分があってお使いいただく。当然のこと

であります。そのための基金である。だけど今まで歴代の執行部が爪に火を灯す思

いで積み立ててきた基金であります。そう簡単に取り崩していいという話にはつな

がらないと私は思います。いざ鎌倉、この時には当然お使いをいただく。 

 それはそれとして結構だと思いますけれども、これまで基金に余り手をつけなか

った。それはあなたがいみじくも言ったように、これからいろいろな事業をしなき

ゃいけない。さまざまな公共施設が老朽化を迎えている。東員町第一中学校の建て

かえも視野に入っている。そういうお話もなさっている。 

 それだけじゃないですね。この後、片松議員が多分ご質問いただくと思いますけ

れども、各自治会の集会所も老朽化してきている。それらの建てかえ費用も要るん

だろう。その経費については、これは町単費だと思いますけれども、そういうこと

を見越したときに、この町はどうやって生きていくのか。このままの調子で基金を

取り崩していけば、あと１０年足らずのうちに枯渇してしまう、そのように考えざ

るを得ないと思っております。 

 いま一度、基金のあり方について、そしてこれには極めて厳しい制約がなければ

ならない、このように思いますけれども、その基準があるのかどうか、その辺のこ

とについてご説明をいただきたい。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   基金の基準については、後ほど総務部長から答弁を

させていただきますが、まず先ほどの県の話ですけど、我々が県と話をしている状

況と議長が話をされた状況と全然違うということだけお伝えしたいと思います。 

 というのは我々がもうずっと県と話をしている時、農林、それから都市計画部も

一緒にはなかなか話をしてくれなくて、別々に話をしてたんですけど、都市計画プ

ランをちゃんと出せばそれに従ってという話は一回もなくて、ともかく農林のほう

は都市計画はちゃんとすれば、都市計画のほうは、ちゃんと農地転用ができれば相

談に乗るよという話で、もう別々の話がずっと進んでいた。ですから一緒にやって

くれということにようやくなった。これはもう知事に言って、ようやく実現したと

いうことでございますので、大変遅れて申しわけないんですけど、ご了解いただけ

ないかなというふうに思います。 

 基金につきましては大変今、厳しい状況になってきて、これまでも昨日も今日も



ご説明しておりますように、大変厳しい状況になってきて、取り崩さざるを得なく

なってきたということが今一番の原因でございまして、それは今までも述べている

ことでございます。 

 できれば余り手をつけたくないんですが、手をつけざるを得なくなったという、

そこのところは議員の皆さまも町民の皆さまも、ご理解をいただきたいなというふ

うに思います。 

 基準につきましては、総務部長から答弁をさせていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）   齋藤博重総務部長。 

○総務部長（齋藤 博重君）   財政調整基金につきましては、明確な基準は実

は持ってございません。ただ、基金には種類がございまして、財政調整基金、税と

か交付税の収入が賄い切れない、またそれに伴って、例えば今回ですと特に社会保

障ですね、そういった経費が増えてきた場合は他の基金から繰り入れる目的がちょ

っと違うと。 

 例えばですが公共交通整備基金、これですと北勢線とかバス、次に施設、教育施

設、小中学校の建設、文化センターの建設に伴うものは教育施設整備基金、次に福

祉センターですと公共施設整備基金というふうに、目的を持った基金と財政調整基

金は使い分けをしております。あくまでも財政調整基金は建物の修理ではなくて、

一般会計全体の中の経理がなりゆかない場合、税収入が見込めない、そういったと

きにやむを得ず取り崩させていただくものでして、今回も年度末の繰越しを見込み

まして、その中で最低限基金を崩さざるを得ない金額として２億数千万円を取り崩

して、財源として予算に計上したものでございます。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）   山本陽一郎議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   若干、県の対応が問題があるというお話、そう

であるかもしれませんけれども、そこは町長、あなたの熱意と行動力をもって岩盤

規制を打ち破らなければいけないという、そういう思いがあるのであるならば、ぜ

ひ前向きに取り組んでいただきたいと思います。 

 それと一番、今日いろいろな方からのご質問にもありましたけれども、やはり高

齢化してきているこの町は、これは紛れもない事実ですね。在来地区は、あるいは

多少若い人たちが多く入っていただいている、そういうことがあるやもしれません

けれども、特に笹尾・城山団地が大変な高齢化社会ですよね。 

 私の班でも２０件あります。その中で若い方、若いといっても５０歳前後だと思

いますよ。その方たちが数名、４名ほどですかね、あとの１６名ぐらいは年金生活

者です。そういう大変な高齢化社会なんですね。 

 だから高齢者をどうやって元気にいていただくか。それは今、計画されている各

自治会にいろんなサロンがありますよね、高齢者向けの。これの予算を、という話



をお聞きします。 

 それはそれとして乏しきは分け合う、当然そういうことでありますので、それは

必要であるかもしれませんけれども、やはり元気な老人でいてもらわなきゃ困る。

そうであるならそれなりの施策が必要ですよね。それを地域でやれといっても、こ

れは権限も何もない。ましてやお年寄りの皆さまですね。 

 そんな中でなくした後どうするのか。元気サロンをなくせという話やないと思い

ますけれども、それにかわり得るものをきちんとお示しをして、そして町の現状は

こうです、だからここへこういう形でお願いしたいという話をしていただかないと、

今のままではさまざまな反響が、いいほうではないんですよ、悪い反響が返ってく

る。 

 そういうことになりますので、だから今置かれている東員町の現状をよく見てい

ただいて、若者の定住促進は大事、子育て支援も大事だけれども、だけど高齢者も

また生きがいということであるんなら、この老人たちが何らかの形で町に貢献して

いただけるような、そういう仕組みをつくってあげなきゃいけない。それは自分た

ちで考えろという話ではない。町としてこういうことを考えているんですけど、ど

うですかというお話をしていただかないと、なかなか前へ進まないと思いますので、

それらを踏まえて、ぜひお考えをいただきたいと思います。 

 優秀な町長でありますので、十分おわかりいただいていると思いますけれども、

それらのことを踏まえて、いま一度、高齢者対策、そして若者の定住促進、子育て

支援についての考えを確認をさせていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   まず午前中も話が出てましたが、サロン事業ですね、

全くやめろというようなことは言っておりませんし、できれば続けていただきたい

というふうに思ってます。 

 ただ、これから地域で大事なこと、もっと大事になるだろうということ、これが

地域の見守りであったり、それからお互いの支え合いということが、これから地域

で必要になってくると。そのためにこのサロン事業というのをそちらへ移行してい

こうと。これが新しい補助事業に、このサロン事業を衣がえしていこうと、こうい

うことでございますので、ぜひご理解をいただきたいと思います。 

 何もせずにこれを廃止するのではなくて、支えあい事業の中でサロン事業を継続

してもらうということは、一向に私は構わないというふうに思ってますし、ぜひや

っていただきたいなというふうに思ってます。 

 それともう１つ、これも何度も申し上げてますけど、三重大学のそうけ島研究室

と一緒になって、健康長寿のための調査研究をさせていただきます。１年ぐらいし

たらいろいろ結果が出てくると思います。データ化されてくると思います。それを

施策に反映をさせていくということ。それがこれから高齢社会に対応していく、そ



して健康長寿のまちづくりをしていくということにとっても必要なことではないか

なというふうに思ってますので、そんなところへいきたいというふうに思っており

ます。 

 若者定住促進につきましては、現実問題、昨日もお答え申し上げましたように、

今、４０歳以下の方の町民の数の約２．５％ぐらいの移住が毎年あります。そうい

うことで、これを続けていけるような子育て支援だとかそういうことを、要するに

入ってきていただきやすい環境をつくっていって、そして高齢化はもういた仕方な

いと思うんですけど、できるだけ若い生産年齢人口を上げる、そして人口減少をで

きるだけ緩やかにしていく、こういう方策をとっていきたいというふうに思ってお

ります。 

○議長（三宅 耕三君）   山本陽一郎議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   行政についてということは、非常に奥の深い問

題でありますので、この１時間ではとても議論できない、またいろんなところで議

論させていただきたい。あなたの、いや、あなたではいけません、町長の手腕に期

待をさせていただいて、次の質問に入りたいと思います。 

 福祉施策についてということで、お聞かせをいただきたいと思います。 

 模範答弁をしていただかなければいけませんので、それに沿ったまず質問をさせ

ていただきたいと思います。 

 今年度予算にグループホーム等の整備計画事業費が計上されています。ちまたで

は一福祉団体に対するたび重なる補助金の支出に対しては、多くの住民の皆さんか

ら疑問の声が寄せられていると聞きます。公正公平な行政運営が求められている今、

これらの声を払拭するために、これまでの議会における議論と整合性を持つ資料に

基づく詳細な説明を求めたい、このように思います。 

 これまで議会への説明は、一福祉事業団体であるので町としての補助金は考えて

いない、このような説明であったと思いますので、その辺のところも踏まえて、必

要であるなら必要な大義名分をきちっと明らかにして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）   ご質問のありましたグループホームについてですけ

ども、グループホームの整備に対しての支援でございますが、本町では急激な高齢

化が進んでおります。先ほど申し上げましたとおりでございます。 

 同じように、障がい者家族の高齢化も進んでおります。親亡き後を見据えた入所

施設の整備が喫緊の課題として、本町にものしかかってきているということでござ

います。 

 ご承知のように本町でも財政状況が非常に厳しくなってきておりまして、行政で

整備するにはなかなか難しい状況にあります。法律の中で市町村に課せられた課題

でございますので、本来なら行政で整備していかなければならないということでご



ざいますけども、こんな中で民間の方で整備していただくということにより、財政

出動を最小限に抑えるということを考えております。 

 お隣のいなべ市の予算案を新聞で拝見をいたしました。同じようにグループホー

ム等の建設が計画をされております。同市の場合、市が施設の整備をして民間に運

営委託するということが記事になっておりましたけれども、本町も同じような手法

を使えば、今回の場合、建設費の全額を行政が負担し、さらに管理委託の経費もか

かってくるものと思っております。しかし、今回は民間で整備いただくということ

でございますので、こういった資金は必要なく、そのため、施設整備いただく民間

団体に対して若干の支援をさせていただくということでございます。 

 公正公平な行政運営を行うことは、町政を預かる者として大変重要なことである

と私も認識をしております。その上で厳しい財政状況の中で、お預かりをしている

税金をいかに有効に使っていくかを考え、予算の選択と集中を図るとともに、行政

運営に課せられた大きな使命でありますので、今回グループホーム等の整備に伴う

支援は、そういったことの一つであると考えておりまして、有効なコストパフォー

マンスを考えれば補助金支出による支援が最もいいと、最適ではないかと考えての

今回の予算計上とさせていただきました。 

 ご理解を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。 

 若干、詳細につきましては、生活福祉部長からお答えを申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   松下文丈生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下 文丈君）   私からはグループホーム等の必要性につい

て、町長の補足をさせていただきます。 

 平成２５年に施行されました障がい者総合支援法により、市町村が策定すべき計

画に当たり、国の基本方針では、障がい者の入所施設から地域生活へと移行を進め

られており、地域で不安なく生活が送れるよう共生社会を目指すことが、市町村の

責務とされております。 

 このことを踏まえまして、本町では居住の場や生活の場を確保するため、グルー

プホームやショートスティを整備するものでございます。本来であれば、町が整備

しなければならないところではございますが、今回は民間で整備いただくことに対

して補助させていただき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

お願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   ちょっと申しわけございません。答弁漏れがありま

したので、答弁をさせていただきます。 

 以前に町が補助金を交付しないと言ったというようなことをおっしゃってみえま

したけれども、実はその話をいろいろ調べてみましたけども、議事録等、我々の範

囲の中、記録に残っておりません。それからそう言ったかどうか、いろいろ聞いて



みましたけども、そんな記憶はないということでございますので、ご了承いただき

たいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   山本陽一郎議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   言った言わないの話なので、その辺はこれ以上

は申し上げることはありません。 

 私は心ならずも障がいをお持ちの方、そして、その子どもたちをお育ていただい

ているご父兄の皆さん、その身にならなければ、なかなか理解ができないであろう

というふうに思っております。大変ご苦労いただいているというふうに思っており

ます。私も当該事業所とは長いおつき合いをさせていただいておりますので、諸手

を上げて応援をさせていただきたいと思いますけれども、やはり議論はさせていた

だかなければいけない。議論をする議員はだめですよ、議論をしない議論はいい議

員ですよという、そういうことであってはならん。このように思っております。 

 今回の選挙を通して、そういう風評がいろいろあったやに聞いております。非常

に残念であります。我々こそ、この福祉の問題について、障がい者のことについて、

本当に心を痛めて議論をしている議員はいない、このように自負をしております。

それがゆえに議論をして、住民の皆さんをはじめ、みんなが納得した形で諸手を上

げて応援していただける、そういう体制にしていただかなければならん、このよう

に思います。ぜひその辺のところをお考えをいただきたいと思います。 

 世に言われております。神さま、仏さま、町長さまと、そんな話がまことしやか

に流れている。そういうことであっては相ならん。一首長の思いの中でやるという

ことがあってはならん。提案権は町長にある。しかし議決権は議会にある。議論を

して議論をして、これは永続していただかなきゃいけない。一過性であってはなら

んというふうに思ってます、我々は。 

 それがゆえに議論をしなきゃいけない。嫌なことでも、つらいことであっても、

やはり議論をする。そして問題はないのか、問題があるとするなら、それを取り除

いていかなければいけない。そしてみんなに喜ばれる施設であってほしい。これは

全議員、同じ思いだと思います。ぜひそのような形で、議論が深まるように期待を

させていただきたいと思います。まだ委員会がありますので、委員会を通して、こ

れらのことについて議論をさせていただきたいと思います。 

 ぜひご理解いただきたいのは、我々は反対のための反対をしているのではない。

前に進めたい、何とかしてあげたい、そういう思いの中で議論をしているというこ

とだけはご認識をいただきたいと思います。 

 次に環境について、お尋ねをさせていただきます。 

 このところ、町内の至るところで太陽光発電施設が設置されています。特に団地

周辺には、あれが大規模というのかわかりませんが、相当な数が設置されておりま

す。そして住民の皆さんからは、生活環境への影響があるのかないのか、そしてこ



れらの設置をするについて、許認可権限がどこにあるのか。そしてもちろん、それ

らのことを通して、これらの発電施設を設置することによって町に対する貢献はあ

るのかないのか、税ですよね。その辺のところをご心配いただいている方も多いと

思いますので、それらのことについての説明を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）   松下文丈生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下 文丈君）   環境について、ご質問にお答え申し上げま

す。 

 太陽光発電につきましては、１９７０年代当初に起こったオイルショックがきっ

かけとなり、石油に依存したエネルギーからの脱却と、省エネ意識によって目が向

けられ、１９９０年代には地球環境問題に対する対策として強い関心が寄せられま

した。 

 国においては、平成６年から個人住宅への太陽光発電設備の導入補助制度が開始

されたことによりまして、一般家庭への普及が始まりました。平成２１年度からは

余剰電力買取り制度が始まり、急激な勢いで設置件数が伸びてまいりました。また、

平成２３年３月に発生しました福島第一原発事故により、原子力発電の停止による

電力不足から、国民意識も太陽光発電設備導入の機運を後押しし、翌年７月から固

定価格買取り制度が始まり、メガソーラなど、住宅用以外の太陽光発電システムの

普及も急速に進んでまいりました。 

 太陽光発電設備の設置による効用といたしましては、地球環境に優しい再生可能

エネルギーの供給という環境面はもちろんのこと、税収面で、設置された土地と太

陽光発電設備の固定資産税の償却資産及び電力の売却による収入で町民税の課税収

入となります。 

 設置箇所につきましては現地を確認し、原則、地目を雑種地として評価し、課税

しておりますし、また、償却資産につきましては平成２７年度は１６件ございます。

約１，１００万円の固定資産税として課税いたしてございます。 

 本町におきましても最終処分場の北側や城山地区の東側、員弁川堤防沿いなどの

箇所において、事業者による大規模な発電設備が設置されているところではござい

ますが、これらの太陽光発電設備の設置につきましては建築確認申請等の必要性が

なく、町や県による許認可権限はございません。 

 しかしながら、他市町では急速に増える太陽光パネルの反射光による生活環境へ

の影響などの事例もございますことから、町といたしましては、仮に東員町内で同

様な事例が生じた場合、当然関係機関との連携により解決に向けて取り組んでいき

たいと考えてございます。 

 よろしくご理解のほど、お願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   山本陽一郎議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   環境については、自然を取り入れてやるわけで



すから、住環境に影響してもらっては困ることは当然でありますけれども、ただ素

人考えで言いますと、大量の熱源を集める、放射熱などを放熱する。そういったこ

とを含めて話に聞きますと、ほかの市町では影響が出ているというふうな話を聞い

ておりますので、その辺のところ、きちっと検証をしながら、皆さん、団地に近い

場所でやられているわけですから、お気をつけいただきたいと思います。 

 そして税収の面からして１，１００万円とおっしゃいましたか。これぐらいの税

収増があるということ。不思議に思うんですね。許認可権限が町にも権利もない。

そして建築確認もなされていない中で、どうやって把握するのか。これ申請をいた

だくんですか。もう少し詳しく。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤通数総務部参事。 

○総務部参事（伊藤 通数君）   償却資産について、お答えさせていただきま

す。これは事業所でございますので、償却資産としての届け出が義務となっており

ます。購入した価格等を含めて償却資産の届け出をいただきまして、それに基づい

て課税をさせていただいております。 

○議長（三宅 耕三君）   山本陽一郎議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   いずれにしてもわずかでも税収アップにつなが

る、それはそれとして歓迎しなきゃいけないんだろうけれども、だけど日常使って

いる道路の横に設置するわけですから影響があっては困る。反射して車の運転に邪

魔になるようでは困りますので、その辺のところもよく検証しながら、指導すべき

は指導していただきたい。よろしいですね。そのことを申し上げておきたいと思い

ます。 

 いずれにしても町長に申し上げておきたいと思います。世に盛者必衰という言葉

があります。・・・いればおごる平家は久しからずということにもなろうかと思いま

すけれども、ぜひこのことを胸に置いていただきながら、おごることなく初心に戻

って議会との協調を図りながら、ぜひ健全な町として、この町がこれからも繁栄で

きるように頑張っていただきたい、このように申し上げて私の一般質問を終わらせ

ていただきます。 


