
○８番（南部 豊君）   改めましておはようございます。南部豊でございます。 

 私、体調には十分注意しておりましたが、不覚にも体調を少々崩してしまいました。お聞き

苦しい点もあるかと思いますが、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項目はまちづくりと将来展望について、２項目は本町における農業政策についてでありま

す。２日目ともなりますと、同僚議員の質問と重複することも多々あるかと思いますが、明瞭

な答弁を頂戴いたしたいと思います。 

 それでは通告書に従いましてお伺いいたします。 

 １．まちづくり政策と将来展望について。 

 皆さまもご承知のように、先月８月１１日に開通した東海環状自動車道東員インター、鈴木

英敬知事をはじめ近隣市町より、また本町も多数、関係者の皆さまの参加により開通式典が開

催されました。中京圏の放射状道路ネットワークを環状道路で結び、広域ネットワークを構築

することで、企業活動の向上、物流の効率化、観光活性化等、さまざまなストック効果が期待

されています。 

 平成２９年度に発表される都市計画マスタープランを含め、お伺いします。 

 １点目、東員インターが開通し、新名神高速道路との接続も計画されており、新たな交通の

要所となることが予想されます都市計画道路の整備状況は。 

 ２点目、農用地とまちづくりの共生は必要不可欠でありますが、土地利用規制の中、県との

事務レベルの協議の進捗状況と頻度は。 

 ３点目、自治会町政懇談会を６月２３日から７月３０日に全２３自治会で実施されたと思い

ます。笹尾・城山１１地区と在来１２地区との違い、またどのような意見、要望がありました

でしょうか、お伺いしたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   まちづくりの政策と将来展望についてですが、私からは基本的

な考え方についてお答えをさせていただきます。詳細につきましては担当部長から答弁をさせ

ていただきます。 

 先月１１日、初めて施行されました「山の日」に、東海環状自動車道の三重県内では初めて

となる東員インターチェンジが開通をいたしました。開通したインターチェンジは新しい高速

交通網の結接点となり、本町にとりまして、新たな交流の拠点としての発展が期待されており

ます。 

 このようなことから、町の将来像を位置づける第５次東員町総合計画の具現化を目指しまし

て、長期的な視点に立った町の将来像を描くとともに、土地利用の基本的な方向性を示すため、

平成１９年度に策定をいたしました都市計画マスタープランの改定を現在その作業を進めてお

ります。 

 都市計画マスタープランの改定におきましては、東海環状自動車道に接続する都市計画道路



網の整備や、新しいまちづくりに向けた施策をしっかりと盛り込んでまいりたいと考えており

ます。 

 いずれにいたしましても東員町の将来像を見据えながら、安心安全な、そして存在感のある

魅力的なまちづくりを目指してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

 残余につきましては担当部長からお答えをさせていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   それでは１点目の都市計画道路の整備状況ということでご

ざいますが、本町には東海環状自動車道を含めまして９路線の都市計画道路がございます。整

備状況につきましては、東海環状自動車道をはじめ国道３６５号、国道４２１号、これらの主

要な路線については順次整備が進められておるところでございます。 

 しかしながら計画決定後、長期にわたり整備が行われていない路線も存在することから、本

町におきましても、三重県が平成１８年度に策定をいたしました「都市計画道路見直しガイド

ライン」これに基づきまして、東海環状自動車道へのアクセス性を高めるため、役場庁舎の東

側、これを南北に通過する町道の北大社笹尾長深線、これの見直しを行い、先月８月９日に三

重県の決定を受けております。町道ではございません。 

 なお、都市計画道路の北大社笹尾長深線につきましては、今年度から三重県が事業を進めて

まいることになっております。 

 ２点目の三重県との事務レベル協議の進捗状況、これについては東海環状自動車道東員イン

ターチェンジ周辺や東員駅周辺地域の土地利用にかかる三重県の都市計画部局、また農政部局

と本町との協議の進捗状況ということでございますが、ようやくこの４月に計画検討会なるも

のを立ち上げまして、先ほどの２部局と町が同じテーブルについて、構想の実現に向けた議論

を現在までに２回ほど行ってございます。また、東海農政局との協議につきましては８月に行

ってございます。 

 しかしながら構想の実現に向けましては農地法や都市計画法、これらの非常に厳しい規制で

縛られていますことから、今後も三重県を含め、関係機関と協議を重ねてまいりたいと考えて

おりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いします。 

 私からは以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   齋藤博重総務部長。 

○総務部長（齋藤 博重君）   ３点目の町政懇談会のご質問にお答えします。 

 今年度の町政懇談会では、昨年度よりも意見交換の時間を多く設けましたので、多岐にわた

ります数々のご意見やご要望をいただきました。 

 いくつか申し上げますと、笹尾・城山地区では、特に集会所の建てかえについての説明をさ

せていただきましたことから、関連の質問や空き地・空き家から生じる防犯や環境の問題等、

また少し驚いておりますのは、サルやタヌキなどの有害獣の対策などのご意見を多くいただき

ました。 



 三和地区につきましては、東員インターチェンジの開通に伴う周辺道路の整備や通学路の安

全確保、住宅開発についてなど、神田地区につきましては、六把野変電所周辺やくわしん北交

差点などの通学路の安全確保や東員第一中学校の老朽化についてなど、稲部地区につきまして

は、農地から住宅へとミニ開発が進んでいる中、町として農業政策と住宅開発を将来的にどう

考えているのかといった地域特有のご意見もいただきました。 

 しかし全体的には道路の整備やごみの回収、通学路の安全確保、元気老人サロン事業など、

町民の皆さまの生活に深くかかわるご意見、ご要望が多かったかと思っております。 

 この町政懇談会でいただいたご意見につきましては、すぐに対応がとれるものについては対

応させていただき、時間が必要なものや、なかなか対応が難しいものにつきましては自治会長

を通して回答するよう、現在準備を進めております。また懇談会の記録は整理できたところか

ら順次ホームページで公開いたしておりますので、ご理解、ご協力賜りますようお願い申し上

げます。 

○議長（三宅 耕三君）   南部議員。 

○８番（南部 豊君）   ありがとうございます。 

 今答弁をいただきました役場、文化センター東側、以前の道路整備計画では文化センター西

側を北上していく計画だったと思いますが、これらが大きく変更となり、東員交番Ｔ字交差点

から東員駅東側、文化センター東側を通り、山田地区農用地を通り、中央大橋に接続すること

になると思いますが、間違いないでしょうか。 

 そして県事業で進められる事業内容等の地元説明会などが開催されたとお聞きしました。工

事の開始と完成について、いつごろなのか、この２点、お伺いします。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   お答え申し上げます。 

 路線についてはそれで結構です。 

 道路計画は今年、県のほうからＯＫいただきまして、それについて三重県のほうで用地買収

に入っていただきたいと、私どもはご要望申し上げております。なかなか都市計画道路、全線

の整備になると時間がかかりますので、今ちょっと何年間というご答弁はしにくいのですけど

も、できたら５年以内にはやっていただきたいと、私どもご要望は申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   南部議員。 

○８番（南部 豊君）   はい、ありがとうございます。 

 この供用地ですね、取得価格、県で実施する場合と町が実施する場合、平米価格は同じでし

ょうか。 

 それと例えば取得用地が当該道路により分断される場合があると思います。県は余分な用地

買収はしないとお聞きしてます。当該山田地区地権者の方々は、残地の大小にもよりますが、

使い勝手の悪い状況のような場合が出てきます。狭い、何とかしてほしいと。例えばこちらに

５坪ぐらい、こちらに２０坪ぐらい、真ん中を道路が通るというような状況ですね。こういう



状況が生まれたとき、町はどのように対応されるのか、この２点、お伺いしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   ご答弁申し上げます。買収単価につきましては、まず町の

場合は例えば都市計画道路であるか、町道であるか、農道であるか、その他道路であるかとい

うことで、そのほか市街化調整区域であるか等々で変わってきますので、個々の案件について

は今、手元に資料がありませんので、また資料はご提示申し上げます。 

 なお、都市計画道路、今回の用地買収単価はいくらかということですけども、これにつきま

しては現在、県が事業主体となり、所在設計、用地買収、工事と進んでいくんでございますけ

ども、これの土地については鑑定をまず行うはずです。私どもも用地買収の場合は鑑定を行っ

ておりますけども、これの鑑定につきまして、終わった段階で買収単価は決定されますので、

ちょっと今のところ出ませんので、申しわけございませんけど。 

 残地につきましては、まだ計画等々もはっきり出ませんのでわかりませんけども、多分こう

いうふうにグネッといきますので、四角の田んぼを真ん中で取る場合があります。それにつき

ましては残地、これにつきましては三重県さんのほうに、どうか一緒の単価等々でやっていた

だくようにお願いしますけども、なかなか事業用地しか買わないというのが原則でございます

ので、それにつきましては今後三重県さん、土地所有者さんとお話を進めたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   南部議員。 

○８番（南部 豊君）   ありがとうございます。 

 いずれにしましても先祖代々の土地を提供される地区地権者の皆さまの気持ちを考えた対応

を、町には望みたいと思います。 

 農振地域とまちづくりの共生は、東員町の将来にとって必要不可欠であると私は考えており

ます。冒頭にも申し上げましたが、東員インターの開通により、東員町やいなべ市を中心とす

る北勢地域や中京関西圏をつなぐネットワークがますます強化され、産業や経済の発展を担う

物流にも恩恵をもたらし、沿線地域の開発拡大も見込まれていることは、地域の皆さまをはじ

め東員町民の皆さん、たくさんの皆さまが期待されていると私は思っています。 

 また、三和地区の自治会や団体から、東員インターチェンジ周辺の開発申請の請願書も提出

されております。 

 そこで、東員インターチェンジ周辺の開発等に関する東員町の施策について、町長の所見を

お伺いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   法の規制があるということは、先ほど建設部長からも、それか

ら私の答弁の中でも申し上げました。その中で今、県、あるいは国の機関と交渉をしておりま

す。そういう中で、すぐにいきなり開発できるということは、まず考えにくいということです

ので、できるところからやっていくと。マスタープランを変えながら、できるところからやっ

ていくということが一つ。 



 それともう一つは、やはり今まで世に出なかった農地、農業というものを全面的に押し出し

ていく、そういう施策も必要ではないかというふうに考えております。 

○議長（三宅 耕三君）   南部議員。 

○８番（南部 豊君）   ありがとうございます。 

 しかしながら規制があるから何もできない。いつまでたっても開発はできませんよね。永久

にやってきません。町行政にあっては何とかその規制を、あらゆる手段をもって打ち破ってい

ただきたいという町民の皆さまの思いもございます。しっかりとした取り組みをしていただき

たいというふうに私は考えます。 

 いずれにしましても今回の先の町政懇談会では町長、インターチェンジ付近の３００メート

ル、物流関係では１キロメートル以内の規制緩和もあり、開発を進めていきたい旨の発言もあ

ったように思います。私、大安インターチェンジ、北勢インターチェンジができる前に、こう

いった前進的な取り組みを進めていただきたいというふうに思います。 

 続きまして、東員町都市計画マスタープランについてお伺いします。 

 平成２０年３月に作成され、８年が経過いたしました。平成２８年度中に改定版が新しく作

成されようとしてますが、お伺いします。 

 １点目、都市計画に関する基礎調査はおおむね５年ごととなっていると思いますが、なぜ８

年も経過したのか、これが１点。 

 ２点目は、前回の計画書には、主に東海環状自動車道や新名神高速道路の開通を見据えた新

しい交通網の結節点、新たな広域的な交流拠点として交流人口の増加策の展開を図り、そして

東員インターチェンジ周辺地区では、流通機能を核とした複合的な地域整備を行うなど、土地

利用を進めることが必要とありますが、どのような計画を施策として実行されてきたのか。こ

の２点についてお伺いします。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   お答えします。 

 多岐にわたる質問ですので、答弁漏れがありましたらまた言ってください。 

 まずマスタープランの改定でございますけども、原則５年ということでやっております。改

定の必要がない場合については、それは行わないということでございます。今回８年たってや

っていくということでございます。大きく変える部分がございますので、その部分については

しっかりやっていきます。 

 改定作業につきましては、新たな土地利用を図る意見収集、これについては三和地区に限ら

ず町全域包括的に検討してまいりたいと思います。 

 また、政策の実行についてでございますけども、これについてはマスタープランの中でしっ

かり、ここというふうに地区を決定しまして、その中で政策を実行していきます。 

 いずれにしましても、先ほど申し上げましたように岩盤規制がありますけども、今回の三重

県さんとのいわゆる都市部局、農政部局、これが一体となって、町と一緒になってテーブルに

ついていただいた、それから検討会を立ち上げていただいたということは今までなかったこと



でございますので、これについてはそこをしっかり利用しながら、東海農政局等々に働きかけ

ていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   南部議員。 

○８番（南部 豊君）   ありがとうございます。 

 今私、ここで聞きたかったのは、どのような施策が実行されたのかというようなことでした

が、これは今お見受けするところ、大きく変わったところはない、内容についてはいろいろ進

んでいるところもあるということですので、そのように私は理解いたします。 

 次に、都市計画法第８条２の２にあります基本方針を定めようとするときは、あらかじめ公

聴会の開催等、住民の意見を反映させることとあります。どのようにされているのか、お伺い

します。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   なかなか勉強してきていただきましてありがとうございま

す。私もしっかり勉強していきますので、答弁漏れがありましたら、またよろしくお願いしま

す。 

 マスタープランの改定につきましては、当然皆さんのご意見をいただきます。都市マスター

プランの素案に対する意見募集、またマスタープランそのものに対する意見募集というのは行

ってございます。私どもだけで申し上げますと、来年の１月ぐらいには意見募集を行いたいと

ころでございます。 

 あと、また答弁漏れがありましたら言いますので、以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   南部議員。 

○８番（南部 豊君）   ありがとうございます。 

 今回のマスタープランの作成に当たり、メインテーマの都市づくり基本理念と基本目標、東

員町民の将来の展望に大きくかかわる問題だと考えます。ここに町民の声が生かせてこそ都市

計画マスタープランであるという、これは私の切望ではありますが。 

 そこで町長にちょっとお伺いしたいと思いますが、新しい都市計画マスタープランの作成に

当たり都市づくりの基本理念、そして基本目標というものをお持ちだと思います。どのような

ものをお持ちになっているのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   ちょっとその質問の趣旨がよくわからないんですが、基本的に

は今の土地の利用というのは少し時代に合わないところがあるということで、それを今、町民

の皆さんがもっともっと利用できるような方向に変えていくということを基本に考えておりま

す。 

○議長（三宅 耕三君）   南部議員。 

○８番（南部 豊君）   今、町長に答弁をいただいたこと、私ちょっとおかしいかなと思

うんですが、東員町都市計画マスタープラン、平成２０年３月にできてますね。９６ページで、



１００ページに近いものができてますが、そこには必ず基本理念、基本目標というものが書か

れておりますし、私は今年度中に制作されるマスタープランに当たっては、当然町長が東員町

の将来を見据えた町民の皆さんの安全・安心な生活を守るため、私の基本理念はこうだと、こ

う考えてますと。基本目標はこのような目標に向かってやってほしいというようなご指示をさ

れて、こういったものができてくるんじゃないかなと私は思っているんですが、それについて

担当課が調査研究をして、町民の皆さまの声を頂戴しながら作成されていくものと私は思って

おりますが、この点についてはどうでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   マスタープランの改定とは、またそれは別な話ですので、まち

づくりという観点からいきますと、今、全体的にいきますと、私は町のアンバランスが出てる

のかなというふうな気がしております。 

 一応東員町を３つに区分をさせていただくと、笹尾・城山地区のいわゆる住宅団地、それと

員弁川を挟んだ北側の神田・稲部地区、それと員弁川の南側の三和地区と、こういうことで３

つの区域に分けさせていただきますと、神田・員弁地区が真ん中、中心になってくるというふ

うに思っておりますが、笹尾・城山地区では高齢化が、そして人口減少が始まっております。 

 一方、神田・稲部地区では開発のできる地域でミニ開発が進んでいて、住民の皆さんの人口

が増えている、そして子どもたちの数も増えていると、こういう地域であります。 

 そして三和地区は、なかなか開発のできない地域に今なっております。そこへ東員インター

ができたということで、町民の皆さんの期待というのも非常に大きいものがあるというふうに

思っておりますが、そのできたところが、ほとんどが調整区域、農振農用地ということで、開

発が非常に厳しい地域だというふうに思っております。 

 ですからこういう地域のアンバランスができてきて、三和地区においては人口も若干減少気

味であるし、子どもの数も増えていかないという地域である。ですからこのアンバランス、東

員町全体を考えたときに、三和地区の人口、あるいは三和地区のまちづくりというのを大きく

考えていかなければならないのは１つ、それともう１つは笹尾・城山地区がどんどん今高齢化

してますので、人の循環というものを考えていかなければならないということだというふうに

思っております。 

 そこで、私は真ん中にある北勢線の東員駅から東員町役場に至るこの間を少し市街化、これ

調整区域ですけど、市街化して駅前開発をすることによって、そして役場と有機的につなげる

ことによって町の中心というものをつくっていく。ここでいろんな例えば三和地区で今、新し

い農業というのを始めました。そういうものを売る場所ってどこにあるの。やっぱり駅前とい

うこともあり得るだろうと思いますし、そして北勢線を運営していくときに、北勢線の利用を

促進するためにも、駅前にだれも住まないという、こういう選択肢は余りないんじゃないかな

ということを思ってますので、駅前開発を考えていく、住宅も含めて考えていくということに

よって、東員町全体のまちのバランスというものを考えていくべきではないかなというふうに

思っております。 



 話し始めたら止まりませんので、このぐらいにしておきますけど、東員町の将来を考えたと

きのまちづくりという位置づけで、いろいろ将来展望を考えていかなければいけないというこ

とで、それに一つ一つ政策がついてくる、施策がついてくるということでございますので、そ

れを総合的に今やっているというふうにご理解をいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   南部議員。 

○８番（南部 豊君）   ありがとうございます。 

 今おっしゃられたイオンさんが来るような話は今始まったわけじゃないですよね。もう１５

年も２０年近く前から始まっていると思いますし、あれだけの規模の企業さんが東員町の市街

化区域に来る、そんな場所、多分ないと思います。そういったことも思っておりますし、今、

町長が言われた、東員駅から役場までの農振地域を市街化に変えて開発をしたいというお言葉

もございましたが、これについては私は大賛成でございまして、とにかくこの点についてはな

るべく早く、極力早く、何か形のあるもので進めていただきたいというふうに思っております。 

 そして先の６月２３日から始まりました、八幡地区から始まりました町政懇談会ですが、町

長、副町長、総務部長、担当課長、皆さまが出向かれての有意義な懇談会であったと思ってい

ますが、実はこれで内容について、私は少しちょっと言いたいところもございまして、各地区

の情報の共有という意味で、行政は各地区でいろんな意見や要望が出されたと思いますが、内

容の公開なんかはされると私は思っていますが、広報とういんなんかで８月号は無理だと思い

ますが、９月号ぐらいには少し掲載されてくるのかなと思いましたが、ちょっと今見ますと掲

載されてありませんでしたので、ぜひ１０月号ぐらいには掲載をしていただいて、内容の公開、

町民の皆さん、いろんな地域で、いろんなところで、どこの地域の皆さんはどのようなことを

言われているのか、そういった情報については非常に興味を持っておみえのことと思いますし、

昨日の答弁の中でもホームページでアップがされている、記載も逐次されているということで

ありますから、それを期待して、１０月号にはぜひ特集なんかを組んでいただいて記載をして

いただきたいなと、これは私の希望でございます。 

 次の質問に入らせていただきます。 

 事項２の農業政策についてでございますが、先に少しお聞きしていきたいんですが、これか

らの農業は、ＴＰＰ問題をはじめ問題に対処していかなければならないと考えています。全国

的に見られる米の自由化による米価の下落、消費者の皆さんにとってはよいことだと思います

が、生産者の方々にとっては大変大きな問題であります。農家さんの疲弊、農家さんだけの問

題ではなく、町の財政にも大きくかかわってくる問題と考えます。 

 １点目、担い手さんが見込められない今、どのような政策を考えているのか。 

 ２点目、喜び農業推進事業で実施されているぶどう、ブルーベリーの成果は。 

 ３点目、町政懇談会で言われたトマト、柿などのお話はどのような話なのか、お伺いしたい

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）   本町の農業政策についてのご質問にお答えをいたします。 



 農業は今、大きな転換期を迎えております。農家は高齢化し、相次ぐ離農により農業就業者

は大幅に減少し、耕作放棄地の増加が危惧されております。 

 また、ＴＰＰをはじめとする貿易自由化の大きな変革の波が迫ってきております。 

 こうしたことから国では新たな「食料・農業・農村基本計画」を立て、農地中間管理機構に

よる農地集積・集約化を加速させ、マーケットの戦略的な開拓など、農業の成長産業化を促進

するための産業政策と、農業・農村の有する多面的機能を有効に発揮させるための地域政策を

両輪として、食料・農業・農村政策の改革を進めております。 

 本町といたしましても国と連携しながら、こうした政策に的確に対応していかなければなら

ないと考えております。 

 本町には現在、個人、法人を含めて２８の認定農業者がおられます。しかしながら、その農

地は分散し、面的な集積が行われていないことから、農作業の効率やコスト面での問題が生じ

ており、この問題を解消するため、農地中間管理機構による農地集約化の推進に取り組んでお

ります。 

 成果といたしましては、中上地区で今年度、認定農業者ごとに農地集積を行い、現在１反区

画となっている農地の畦畔除去等による区画拡大を行うということになっております。 

 今後、各自治会単位で農業経営の省力化や耕作条件の改善を進めることにより、新たな認定

農業者の出現を期待するとともに、農業者が安心して農業に取り組める環境整備に努めてまい

りたいと考えております。 

 次に「喜び農業推進事業」ですが、ぶどう栽培はビニールハウス、ブルーベリー栽培では液

肥栽培システムによる実証圃場の設置が整いまして、現在は平成２６年１２月に植え付けた苗

木が順調に生育いたしておりまして、平成３０年度に成果として検証できるよう、圃場の管理

に努めております。 

 「喜び農業推進事業」は国の農業政策に頼るのではなく、町独自の新しい農業展開への第一

歩の事業と位置づけております。 

 次に町政懇談会での話ですが、これにつきましては、先の議会全員協議会でも説明をいたし

ましたが「農業・福祉・観光連携事業」の取り組み内容の一部を紹介させていただいたもので

ございます。 

 長深地区の畑地や育苗研修交流施設（ガラス温室）の水耕棟を利用して、新しい、特徴のあ

る作物を栽培することより、次世代農業に関する研究、育成、生産を行い、六次産業化を図り

ながら、直売所や観光農園へと、多角的な事業展開を進めていくことを企業と連携をして行っ

ていくというものございます。 

 連携して事業を実施いただく相手先は、茨城県水戸市に本社を置き、農業関係の事業で成果

を上げてみえる株式会社ＡＰＣというところで、そこが本町での農業による地域活性化を図る

目的で立ち上げていただいた、一般社団法人ＣＡＢという法人でございます。連携事業にかか

る費用につきましては、この法人に負担いただくこととなっております。 

 いずれにいたしましても新しい農産物や手法を導入することにより、地域農業の活性化や地



元特産品の開発を行い、魅力ある地域づくりにつなげてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   南部議員。 

○８番（南部 豊君）   ありがとうございます。 

 先に少しお聞きしたいんですが、今現在、東員町の農家件数、法人を含めてどのくらいある

のか。そして農地ですね、市街化区域、山林及び雑種地を除く農地面積、畑作跡地を含めてど

のぐらいあるのか、お答えいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   お答え申し上げます。 

 まず東員町の認定農業者数でございますけども、先ほど申し上げました２８件ということで、

そのほかにいわゆる共同で農機具なんかを持ち寄ったり、農地を持ち寄ったりする農業組合法

人の形態ということで、この集落営農は４件、それ以外の農家、個人ですね、これにつきまし

ては３５８件でございます。 

 あと農地面積でございますけども、田が６０５．９ヘクタール、畑が７３．５ヘクタール、

耕作放棄地、これにつきましては田が３ヘクタール、畑が１ヘクタールの４ヘクタールでござ

います。 

 以上でよろしいですか、すみません。 

○議長（三宅 耕三君）   南部議員。 

○８番（南部 豊君）   ありがとうございます。 

 ここ数年、行政として担い手農家さんの育成増加を目指して、いろいろ取り組みもされてい

ると思いますが、今のところ余り増えていないという現状だと私は思います。担い手農家さん

の育成とか増加というのは時間もかかりますよね。本当に難しい問題だと思いますし、よほど

のことがない限り、何も変わらない現状がこのまま続くのかなと思ってます。 

 だとしたらこういったものについて、農業従事者年齢ですね、高齢化、担い手さんの増加に

つなげるためにはじゃあ何をするか、これはいろいろ考えておみえのことだとは思いますが、

時間がかかり何もできない。であるならば、今現在の戦力になっていただいている、今本当に

農家さん、非常にご苦労なさって農業を継続していただいていると思いますが、高齢者の皆さ

んの軽減策を考えるということも必要じゃないかなと。５年先、１０年先、将来を見据えて、

そういったところにも重点的に力を注いでいくというのも必要だと思います。 

 私昨日、同僚議員の質問にもありました町道、農道、農水路面、町管理地などの除草作業軽

減作業に関しての提案、ございましたよね。東員町の将来の農業政策の重要な施策の１つと、

これ当然考えているわけですが、しいては道路管理経費の大幅な削減につながるというような

取り組みを、昨日、同僚議員が少し質問させていただきました。 

 たくさんある農作業の中で、やはり東員町だけでなく、日本の農業の最大の課題であると思

われる除草、草刈り作業、東員町の農家さん、ほとんどの方が口にされますよね。そこに重点

的に行政には力をお入れいただきたいというふうに思っております。 



 私これ、提案が先になってしまいましたが、先日、議員有志７人で行ってまいりました広島

県東広島市、三次市に、現地研修視察に行ってまいりました。センチピードグラス、ムカデシ

バと呼ばれている種子をひっつけて芝生化することにより、そういった町道、農道、管理地な

どの雑草が生えているところに年１回の冬場の草刈り作業で済むという、今私、農家の一員で

すが、私にとっては本当にすばらしいようなことでしたので、地元では除草作業の作業軽減策

として農家さん、各種団体から大きく評価されていました。 

 私はすぐにこれをやってくださいという話ではないんですよ。町道、農道、当然行政がかか

わるところに特化していただいて、こういった限られた財政の中でやっていく施策の一つだと

思いますので、まずそこで結果を見て、これを皆さんが見られた結果、非常にいいことだなと

いうようなことであれば、ぜひそういったところをお取り組みいただきたい。 

 そこの現地視察に行ったところは「中間地域等直接支払制度」というようなものの国の補助

金を使って大体やっておみえになりました。大体７０町歩から８０町歩のところをずっとやっ

てました。これは農業支援策ですから、農業に関して見てきましたので、本当にすばらしい景

観であって、そこの地区の皆さんに聞きますと非常に楽になったと。見に行ったところ、７０

件ぐらいの本当に６５歳以上のほぼ限界集落と呼ばれるようなところで草刈りを年間５回、６

回やる戦力がない、何とかしてほしいという思いの中でやってきた事業が、今ここ数年、効果

が出てきたというすばらしい地域でした。 

 東員町はそういう支払い制度の対象にはなっておりませんが、何か他の基金や交付金のこと

を多目的機能交付金なども使えるのか使えないのかわかりませんが、そういった適用だとか調

査研究を、ぜひ担当課の皆さんにはお願いしたいというふうにこれは思っています。 

 続きまして農業推進事業で実施されている、今までにもいろんな品種にチャレンジされてみ

えますが、全くといっていいぐらい結果や継続性が見られないのが現状かと思います、ちょっ

と厳しい言い方をしますと。やはり町民の皆さんの大切なお金を使っているわけですから、そ

ろそろ今回の４年ほど前になりますか、町長も今おっしゃってみえたので、もう少し時間がか

かるということですが、これはそれなりに期待をしていきたいというふうに思っています。 

 ３番目の、一週間ほど前になりますが資料をいただきました。私がちょっと懸念する、心配

することが何点かありますので、お伺いしておきたいと思います。 

 町長が町政懇談会でおっしゃったトマト、柿というのは、このようなことだったかなと思い

ます。 

 １点目、農業、福祉、観光事業を連携事業として、本町にとっても大変重要な問題と私は思

っています。しかし６月議会中にも、このことは町長からも担当課からも何も説明もなかった

し、ありませんでしたが、９月２３日に推進協定調印式を行う予定ということになっています

が、このような本町にとって非常に大切な重要な問題である、早急決定していいのかなという

思い、そしてもう少し慎重に進めるべきではないかなという思いであります。これについて１

点ですね。 

 それで２点目ですが、いただいた資料をちょっと読ませていただきますと、連携事業の内容



は次世代農業に関する研究育成、生産及び生産物の商品企画と直売所、観光農園への多角的な

事業展開を行うことによる障がい者の一般就労の場の提供や観光資源の開発を一般社団法人Ｃ

ＡＢの資金で行っていただきます。先ほどもこれ、町長少し言われましたよね。本町が行う事

務、農地情報の提供、地元農業者との調整、生産物を利用した地元特産品の研究、現有する観

光資源と連携した観光ルートの創設、障がい者の就労支援を行いますということで、資料はい

ただいてます。 

 これによりますと、事業資金面はほぼＣＡＢさんの資金で行われるということで、本町の補

助金等の投入ですね、そういったものは一切ないということですか。これについてお聞きしま

す。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   るるいろいろご指摘をいただきました。例えば除草につきまし

ては昨日も水谷喜和議員から質問をいただいたように、私も水谷議員のご案内で、現地をいく

つか見せていただきました。なかなかおもしろい取り組みだなというふうに思っております。 

 あるいは喜び農業につきましては、先ほども答弁をさせていただきましたように、今順調に

進んでおりますので、成果としては、先ほども言いましたように３０年ぐらいまで、まあまあ

来年ぐらいにある程度見えてくるのかなというふうには思いますが、３０年ぐらいに成果が出

るというふうに期待をしております。 

 それから農業観光事業につきましては、議会の皆さんにも相談をさせていただいているとい

うふうに担当部署からは聞いておりますし、いろいろとこの前も総務建設常任委員会の皆さん

と一緒に現地も見せていただいたということでございます。 

 ＣＡＢが本町で行う事業につきましては、ＣＡＢさんが独自にではないか、我々行政と連携

することにより、いろんなところから補助金をいただけるというようなことも含めて資金を出

していただくというふうに伺っております。そのために本町独自に出していただく、いわゆる

東員町民の税金をそこへ投入するということは今のところございませんので、ご了承いただき

たいというふうに思っております。 

○議長（三宅 耕三君）   南部議員。 

○８番（南部 豊君）   ありがとうございました。 

 これ本当に大変失礼な言い方かと思いますけども、これが本当に本当だったら大変すばらし

いことだと私は思います。答弁をいただいた今でも心配のほうが先に立って、本当かなという

信じられない気持ちがいっぱいでありますが、以前から町長がおっしゃってみえる農業福祉事

業ですね、農福連携事業、そしてこれに観光事業が加わる、農福観の連携事業、これはもう東

員町にとって本当に大きないい方向に進むのかなと私は思ってはおりますが、東員町に今投資

をしていただけるということであれば非常にありがたいお話だと思ってます。何か形のものが

できて、それを推進されることによって、また東員町の中で活性化に向けた、何か違ったもの

も見えてくるのではないかなと私も思いますし、皆さんにとってよいものにしていただきたい

と思います。 



 トマト栽培とイチゴ栽培のこともちょっとお聞きしたかったんですが、少し時間が押してま

して、次回、機会があれば、しっかりとまた質問させていただきたいと思います。 

 ただ今回、東員町の都市計画マスタープラン、これは最後になりますけども、東員町におけ

る都市計画に関する基本方針や道路網整備計画などの都市計画を行政に反映させることを目的

とされています。町の将来像を決定づける大切なマスタープランです。私たち町民にとって耳

ざわりのよい言葉を並べた、そういったものは必要ないと思いますので、町民の皆さんにとっ

ては本当に今、身近な実効性のある、地域住民の皆さまの声を生かせた意義ある内容の都市計

画マスタープランであってほしいと切望しまして、この９月の一般質問を終了いたします。 

 ありがとうございました。 

 


