
○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。 

 今この時期、東員町の農家さんでは黄金色に実ったお米、コシヒカリ、キヌヒカリなどの収

穫期を迎え、忙しく作業に取り組んでおみえのことと思います。本日は少し雨も降っており、

一休みといった状況でしょうか。 

 この私も農業従事者として、また東員町民の一人として、東員町の将来に向け、しっかりと

した議論をさせていただくことが、私たちが子や孫たちに繋ぐことと信じております。また２

番手として、次に繋げるためにもしっかりと質問させていただきたいというふうに思っていま

すので、明解なるご答弁をお願いしたいと思います。 

 それでは今９月議会では、通告書に従いまして２項目の質問をさせていただきます。 

 １項目めは光冷暖システムについて、２項目めは東員町の将来展望について、お伺いしたい

と思います。 

 １項目めの冷暖システムの導入について。 

 町内の公的施設の設備改修は町財政に大きな影響をもたらす問題です。しっかりとした将来

ビジョンを見据えた取り組みが必要であると考えます。 

 今回福祉センターの療育室に導入を予定されている冷暖システムについて、お伺いします。 

 今回導入しようとした要因は何か。２点目、ランニングコストなど、維持管理経費のメリッ

トは。３点目、初期費用にかかる費用はいくらか。４点目、遠赤外線による体感温度を操作す

るとありますが、人体への影響はどうなのか。 

 この点についてお伺いしたいと思います。 

○議長（鷲田 昭男君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   今回福祉センター改修を行いますが、それに光冷暖システム、

冷暖房システムは入れるんです。その上に光冷暖システムというもの、新しいシステムを導入

するということでございまして、それについてご質問をいただきましたので、お答えをさせて

いただきたいというふうに思います。 

 光冷暖システム導入につきましては、先の全員協議会でも説明をさせていただきました。こ

のシステムの仕組みですけども、そもそも我々は太陽の恩恵を受けています。その太陽の恩恵

を受けている、それと同じ原理がこのシステムであって、輻射熱を利用するというものでござ

います。 

 そのため音や送風、これがない。ですからほこりが舞わず、非常に衛生的であるということ

があります。また、その部屋の中では、どこにいても温度が均一に保たれているということで、

非常に安定をしていることがございます。 

 そういうことで、我々動物だけではなしに、植物も含めて、生きているものにとって非常に

理想的な環境を提供してくれるものであって、そのために環境の変化に敏感な子どもたちにと

っては、とても有効でございまして、特に今回の改修の目的である療育を必要としている子ど

もさんたちにとっては大きな効果が期待できるものと考えております。 

 現在、保健福祉センターの改修で療育室を整備していること、そのためにこのシステムを導



入して、子どもたちにとってよりよい環境を整え、子どもたちの発達を見守っていきたいとい

うことを考えております。 

 維持管理経費につきましては、通常のエアコンのように、空気を温めたり冷やしたりするよ

りも、消費電力としては３割から半分程度、５割程度少なくなるという実績が報告されていま

す。 

 さらに、毎年の保守点検につきましては特段必要ないと聞いておりまして、ランニングコス

トが軽減されるものと期待をしております。また、二酸化炭素の排出量が軽減できて、環境面

において非常に優しいものとなっております。 

 次に、今回の初期費用でございますが、保健福祉センターに設置する機器につきましては、

アニーグループという九州の会社でございますが、アニーグループから無償で提供をいただく

ということになっております。 

 したがいまして、この機器については無償なんですが、設置に際して電源の確保、あるいは

スリーブ、室外機が必要となってきますので、室内と室外を結ぶための穴ですね。それから遠

赤外線を利用してそれを共鳴させるという、光を共鳴させるというシステムでございますので、

遠赤外線を共振・共鳴するための壁、あるいは天井へのしっくいの施工というものが必要とな

ってきます。 

 費用につきましては現在見積もりを依頼しておりますが、１２月の補正予算に合わせて所要

額を計上させていただく予定にしております。 

 最後に人体への影響についてでございますが、遠赤外線というのは人体に悪影響を与えるも

のではございません。非常に安全な機械であるということでございます。そして遠赤外線を利

用した治療機具というのもあるということで、物を温める効果がある、それとともに先ほども

述べましたように、このシステムは生きる者にとって最良の環境を提供してくれるということ

で、精神を安定させる効果や健康への効果が期待できるものと考えております。 

 なお、今回導入するシステムは平成２６年度に環境大臣賞を受賞したものでございます。 

 全国的には、この光冷暖システムはまだまだ普及しておりませんが、世界では５８カ国の特

許を取得しており、今度のオリンピックですね、２０２０年の東京オリンピックの一部の会場

でも、このシステムの使用というものの検討が行われていると聞いております。 

 このように健康意識の高まりや環境保護の面から、この技術は今後全国的に広まっていくも

のと考えております。 

 最後に導入に先立ち、いろいろと視察をさせていただきました。そのときに公共施設や民間

施設、さらには農業分野でも活用をされておりまして、その優れた効果を目の当たりにしてき

たというものでございます。 

 今後も本町でも今回の導入効果を見きわめつつ、光冷暖システムのメリットを活かせる施設

整備等への活用を検討してまいりたいと考えております。 

○議長（鷲田 昭男君）   南部 豊議員。 

○８番（南部 豊君）   ご答弁いただきました。 



 この先進的なシステムは、子どもさんたちのためにもなるということはよくわかりました。 

 このシステムを今回やろうということになったわけですが、担当職員の皆さんが研修会や勉

強会などで得た情報なのか、それとも町長の幅広い人脈をお使いの中で得られた情報なのか、

どのようなところからこういうお話をお聞きになったのか、少しお聞かせください。 

○議長（鷲田 昭男君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   実は偶然でもありました。私と職員と、本当に寒いときでした

けど、東京へ出張したときに、たまたまあるビルの一室へ入りました。非常に外が寒かったん

ですが、中へ入ったときに当然ですけど温かくて、暖房が効いているなという気持ちだったん

ですね。ところがそこで、いや、暖房、実はしてないんだよという話があって、ちょうどそこ

にそのシステムがあって、その原理をいろいろ聞きました。 

 お聞きしている間に、気持ちというか、非常に居心地がいいということが一つ、もう一つ、

普通コンクリートのビルの中ですから、大体足元は冷えているんですよ、いくら暖房をかけて

も、いつも。ところがそのときに、足元からポカポカしてきたんです。これは何だろうという

ことで、いろいろ聞きましたら、こういうシステムがあるよと、非常に子どもたちにいいよと

いうようなお話を聞きまして、今回のことを少し思い浮かんだんですが、まず自分でもう一回

きちっと見たい、そしてきちっと説明を受けたいということで、お話を聞きに、そしていろい

ろな体験をさせてもらいながら九州へ行かせていただいたということでございます。そういう

ことで導入に至ったということでございます。 

○議長（鷲田 昭男君）   南部 豊議員。 

○８番（南部 豊君）   非常にいいシステムだということはわかりましたが、私自身もも

う少しよくわかりませんので、ぜひ勉強をさせていただきたいというふうに思っております。 

 このシステムの熱源というものは、当然電気ですよね。今回導入予定の保健福祉センターの

療育室ですが、先ほども町長答弁されましたように、冷暖房設備も入れて進められるというふ

うにお聞きしてますが、これは今回冷房システムの導入ということですよね。冷房だけですよ

ね。冷暖房ですか。 

 私は冷房だけのシステムということでお聞きしたように思ってたんですが、せっかく今の空

調設備の中で付けてみえる、冷暖設備が整ったところにこういったものをまた付けられるとい

うことは、ちょっと過剰設備のような気もするんですが、何か特別な理由があったのかなとい

う気がしましたので、ちょっとその点についてもお聞きしたいと思います。子どもさんにいい

ということはよくわかってますので、少しその点についてお話しください。 

○議長（鷲田 昭男君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   実はこの光冷暖システムで冷暖房の関係をやりたいなと、非常

にいいというふうに見てきましたんでね、思いましたけども、設計が済んで、もう発注段階で

あったということで、それはもう変えないということにしました。 

 一つ訂正しておきます。これは暖房だけなんですよ。冷房だけじゃなくて暖房だけです。 

 しかし、このシステムを子どもたちのために導入したいという気持ちを、アニーグループの



社長さんにぶつけたところ、冷暖房は一応完備するんですが、このシステムで子どもさんたち

の中に入れたいということを訴えましたところ、いろいろご配慮いただいて、じゃあ協力しよ

うと、とりあえず暖房だけのやつがあるので、とりあえずそれを提供するから一遍見てくれと

いうようなことで、今回過剰は過剰なんですが、ただで提供するから見てくれということで、

こちらが何とか入れたいというお話をさせていただいた結果、じゃあただで入れてあげるわと

いうことになったということで、冬場は暖房を止めて、光冷暖システムでどのぐらいの効果が

あるかというのは見ていきたいなというふうに思っております。 

○議長（鷲田 昭男君）   南部 豊議員。 

○８番（南部 豊君）   ありがとうございます。 

 先ほども、こういったものには検証、まだ導入されてませんが、私が思うに検証をするとい

うことが非常に大事になろうかと思います。ランニングコスト等のメリット検証ですね、維持

管理費もあまりかからない、電気代なんかが３割から５割軽減されるというような答弁をいた

だきましたが、システムのコストメリットの検証をしようと思うと、単独にこの設備自身の例

えばメーターであったりブレーカーであったり、１年間を通じてこれでどのぐらいの経費がか

かったんやと、その差を当然検証していかなくてはならないと思いますよね。となると今年の

暖房はこのシステムを使う、例えば来年は空調設備を使うというような利用、もしくは使用制

限といいますか、そのような難しい使い方をしないとデータ検証はしにくいと思うんですが、

その点についてはどのような単体、システム自身の検証をされるのか、ちょっとその点につい

てお伺いします。 

○議長（鷲田 昭男君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   本町、使い方を工夫しながらやっていかなければいけないとは

思っておりますが、基本的にいろいろなところでのデータも出ております。例えば我々見に行

った九州の公共施設であったり、あるいは銀行であったりというような公的機関の中で、この

システムが使われています。我々が行った福岡銀行だったと思うんですけど、新しい支店が、

我々４月の初めに行ったんですが、前年の年末ぐらいに竣工された新しい銀行ですけど、光冷

暖システムと、そこは空調設備も全部付いてました。空調設備も全部付いてましたし、そして

その上に光冷暖も入れてありました。 

 ところが４月時点で普通の暖房ですね、一回も使ってないということで、光冷暖だけでその

冬というか、３～４カ月を乗り切ったということを言われてました。 

 費用面でもいろいろ検証も、いろんなところで行っておられましたので、非常にランニング

コストは安価で済むということは、実績として我々も受け取らせていただきました。その上で、

我々これからやっていく中でも、今、議員ご指摘のように多少のというか、何らか工夫しなが

ら検証も必要なのかなというふうには思っておりますが、確かにきちっと検証しようと思うと

難しいかもわかりませんけども、ちょっと工夫してやってみたいというふうに思ってます。 

○議長（鷲田 昭男君）   南部 豊議員。 

○８番（南部 豊君）   はい、ありがとうございます。 



 やっぱり検証しようと思うと、確実な、正確なデータ取りも必要になってくると思いますの

で、その点についてはしっかりとやっていただきたいというふうに思っています。 

 今回これ、アニーグループさん、ＫＦＴさんですが、特許製品ということで、独占企業みた

いな格好ですよね。導入実績というのはどのぐらいありますか。 

○議長（鷲田 昭男君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   九州が多いらしいんですけど、まだ１，０００件ぐらいと聞い

てます。まだなかなか全体に普及はしてないというふうに聞いております。 

○議長（鷲田 昭男君）   南部 豊議員。 

○８番（南部 豊君）   今もご答弁いただきましたが、今回の暖房システムの機材は全て

ＫＦＴさんが費用負担はしていただけると。当町の費用負担は壁材だとか天井材だとか塗装代、

塗料だけですよね。それ以外の負担というのは全くありませんか。 

○議長（鷲田 昭男君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   今、先ほど述べさせていただいた、光をはね返す特殊な塗料が

要りますので、それと、それからスリーブですね、それからそれ用の電源、それだけですね。

あとはアニーさんが機材一式全部ご提供いただけるというふうに聞いております。 

○議長（鷲田 昭男君）   南部 豊議員。 

○８番（南部 豊君）   非常にメーカーさんが協力いただけるということで、私もただと

いう言葉には非常に弱い人間の一人なんですが、ただより高いものはないという言葉もござい

ます。その点についてはしっかりと検証していただきたいというふうに私は思います。 

 それと一つこれ、そういったものをやってしまうと、何か一つ義理ができてしまうようなこ

とになってしまうのではないかという心配と、当然、厳しい検証結果をしていただけると思っ

てはいますが、結果次第で導入ということにもなろうかと思いますが、今後もそれ以外に町施

設に導入を、今回、保健福祉センターでやった結果にもよると思いますが、他の施設に導入を

考えられているのか、この点について少しお答えください。 

○議長（鷲田 昭男君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   今回の導入につきましては、非常にぶしつけだったんですが、

私、盛んにお願いをして、何とか導入をしてもらいたいということで、ただ、金もないんだと

いうような話もしまして、今回の設置に至ったわけですけども、当然この結果を慎重に見極め

る必要があるというふうには思ってますが、今までの実績等から考えて、できれば、うまくい

けばの話ですよ、これが非常に効果があるという検証ができればの話ですけど、当然本町のこ

れからやっていく施設改修とか、あるいは新築とか、出てくると思うんですが、そういったも

のに導入というものは検討していきたいと。導入しますじゃなくて検討していきたいと、前向

きに検討していきたいというふうに考えております。 

○議長（鷲田 昭男君）   南部 豊議員。 

○８番（南部 豊君）   ありがとうございます。 

 そうですね、いいものであれば当然お考えいただける、それでもいいと思いますが、やはり



先ほども申しましたように、義理がかさんでしまって、どうしても次もそこへやらなくちゃい

けないということになりますと、次になかなか言いにくい状況も作ってしまうのではないかな

と思いますので、そこはもうしっかりと検証していただきたいというふうに思います。 

 私、２年ほど前でしたかね、飯田市の長泉町というところを訪れました。ここの体育館です

ね、冬はオイルヒーターなんかで温めて、夏は床下の地下熱を循環方式にして、冷風を体育館

の中に送ったりして、非常にコスト面について、お金のかからないこともやっておみえになり

ました。自然に優しい取り組みをされていて感心をしたわけですが、このようなこともありま

すので、ぜひそのようなことも勉強していただいて、一考していただきたいというふうに思っ

ています。 

 この光冷暖システムについては皆さんと一緒にまた考えて、現地視察や、さらなる勉強をし

ていきたいと考えていますので、行政の皆さんには、町民の皆さんにご理解いただける政策で

なければならないと私は思っていますので、しっかりとした検証をお願いをして、次に移らせ

ていただきます。 

 続きまして２項目めの東員町の将来展望についてでございますが、東員町都市計画マスター

プラン策定に向け、作業が進められています。我がまち東員町の未来へと繋ぐ、とても大切な

都市計画マスタープランであると思います。 

 この２点について、お伺いします。 

 １点目は一般県道桑名東員線について、１．一般県道桑名東員線バイパス事業の進捗状況に

ついて、２．地区及び関係者説明会の今後の開催予定について、３．計画予定地の道路設計図

面などの資料開示はいつできるのか。 

 ２項目めにつきましては、今後の東員駅周辺の市街化について、１．以前の一般質問で、住

宅・医療・商業地などを誘致して民間投資主導で進めたいと答弁されていたと記憶してますが、

どのような方向性でしょうか。２．この周辺地域に第一中学校を移転するというようなことも

お聞きしてますが、そのようなお考えはあるのか、この点についてお伺いしたいと思います。 

○議長（鷲田 昭男君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   マスタープランの大筋につきまして、ご質問にお答えしたいと

思います。 

 マスタープランの改定につきましては、平成１９年度に策定をいたしましたプランが時代に

合わなくなってきていることから、小さな行政面積しか持たない本町の貴重な土地をより有効

に活用をできるようにするため、現在その改定を進め、まちの形を変えようとするものでござ

います。 

 去る７月３日から７月３１日まで、改定素案のパブリックコメントを実施し、それを受けて

現在最終修正に入っておりまして、その後、本町都市計画審議会へ諮問を行いまして、９月末

には決定、公表と考えております。 

 東員駅周辺につきましては、現在この地区は市街化調整区域・農振農用地区でありまして、

開発ができない区域となっております。これはご承知だと思います。 



 しかしながらこの区域は町の中心にありまして、役場、駅などの公共施設に囲まれた、本町

の中で最もポテンシャルの高い地域であるというふうに考えておりまして、私は就任した当初

から、この地域の開発について、国や県などに要望を重ねてまいりました。 

 初めのころは、話もまともに聞いてもらえないと、こんな状態でございましたが、たび重ね

て議論をさせていただく間に、特にこの１年ぐらいの中で、ちょっと一条の光を見出せる状況

になってきたかなというふうに考えております。そして県、あるいは国の出先機関と今、具体

的な手法について協議を重ねているところでございます。こうした協議の中で具体的な方向性

が定まれば、民間活力を活用した開発を進め、市街化区域への編入を考えております。 

 東員第一中学校につきましては建築後５０年以上が経過し、老朽化が著しくなってきている

ために、建て替えが急務となっております。また、現在の位置は東員町の北東部に偏在をして

おります。そのために居住地域によっては通学距離にアンバランスがあるため、学校施設整備

計画検討委員会を設置して、移転も視野に入れた計画を検討をしております。 

 この中で、学校を町の中心部に移転することが望ましいとの意見があることは承知しており

ますので、まだ正式ではないので、正式に答申をいただければ、正式に検討をしてまいりたい

というふうに思っております。 

 残余につきましては、建設部長から答弁をさせていただきます。 

○議長（鷲田 昭男君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   それでは私の方からは一般県道桑名東員線、これに係るご

質問ということでお答え申し上げます。 

 一般県道桑名東員線につきましては、都市計画道路北大社笹尾長深線といたしましても位置

付けをしてございます。これにつきましては今現在、東海環状自動車道東員インターチェンジ、

これへのアクセス性を高めるために、役場庁舎の東側を南北に通過する路線への見直しを行い、

昨年８月９日に三重県の決定を受けてございます。 

 この見直し決定後、すぐに、三重県が事業に着手をしていただいてございます。現在、これ

につきましての詳細設計、これを行っているとお聞きいたしておるところでございます。 

 なお、今後の予定といたしましては、今年度中に地権者様への事業説明及び境界立会い、こ

れを実施すると。この中で資料等についても説明があると考えてございます。その後、来年度

以降、用地買収、工事着手という運びになりまして、平成３３年度の完成を予定しているとの

説明を受けてございます。 

 以上でございます。 

○議長（鷲田 昭男君）   南部 豊議員。 

○８番（南部 豊君）   答弁をいただきました。 

 １番、２番については同時に伺っていきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以前の質問で、昨年度３月までには路線番号１４２号線の当該地区の検証及び測量を済ませ、

議会にも報告するとの答弁をいただいているように記憶しています。この点については、今ご

答弁ありましたので割愛させていただきますが、当然、県主体の県道整備事業でございますよ



ね。当町が前に出られないということは十分私は理解してますが、少し地元自治会や地権者の

皆様への進捗状況や諸々の情報が伝達されていない現状があるように思われます。今年度中に

地元説明会を予定しているというお話ですが、もう少し進捗状況など、地元の方たちに、そう

いった報告とか説明は開催するようなことはできないんでしょうか。この点についてお伺いし

ます。 

○議長（鷲田 昭男君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   お答え申し上げます。 

 ご指摘のとおり、今現在、三重県におきまして詳細設計、これを昨年度から引き続きずっと

行っているわけです。これができないと、なかなか地元説明にも入っていけないということで

ございますけども、実はそれまでに地元自治会、地権者様への説明ということで、ちょっと古

くなりますが、平成２７年１１月に都市計画道路の見直しにかかる事前の説明会、これについ

ては実施をしてございます。 

 なお、詳細につきまして、はっきり三重県の方からできたということであれば、即座に説明

会ということになると思いますので、どうかご理解賜りますようにお願い申し上げます。 

○議長（鷲田 昭男君）   南部 豊議員。 

○８番（南部 豊君）   詳細設計ができないとできないということですよね。平成２７年

１１月といいますと、約２年近く経っていると思いますが、やはり地元の方たちから何もわか

らへんと、どうなっとんのやという声も出ていますので、この詳細設計というのはいつごろ出

てくるというふうに考えておみえですか。 

○議長（鷲田 昭男君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   地元の自治会長様をはじめ、いろいろな方からご意見をい

ただいておりますけども、そのたびに詳細設計ができてから、多分三重県の方からお話があり

ますということで、ご説明申し上げております。この詳細設計につきましては今現在行ってお

りますが、多分９月末日ぐらいには、予定ですよ、出てくるというふうにお聞きをしてござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（鷲田 昭男君）   南部 豊議員。 

○８番（南部 豊君）   ９月末に出てくるのではないかという予定だということですから、

ぜひそれもお考えいただいて進めていただきたい。 

 道路整備事業ですね、平成３３年度完成、５カ年計画と聞いていますが、それで間違いない

でしょうか。 

○議長（鷲田 昭男君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   南部議員お見込みのとおりでございます。 

○議長（鷲田 昭男君）   南部 豊議員。 

○８番（南部 豊君）   今現在、県からは詳細設計が出ていない、９月ぐらいの予定だと

いうことですが、それから用地買収とか工事へ進んでいくわけですが、この事業スケジュール



みたいなものは聞いておみえになるんでしょうか。 

○議長（鷲田 昭男君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   公共事業と申しますと、一般的に例えば道路で申し上げま

すと、用地買収が終わって大体８割が完成するというふうな形なんですね。だから用地買収が

最も重要になってきますので、それには全力を傾けて、これからやっていくということでござ

います。 

 工事等々の事業スケジュールにつきましては、三重県の方から、概略でございますけども、

大体のものはお聞きはしておるんですけども、これにつきましても、例えば予算が付かないと

か、もっと後に遅れるとかいったこともありますので、なかなかちょっと今この場で発表とい

うわけにいきませんので、どうかご理解いただきますようにお願いします。 

○議長（鷲田 昭男君）   南部 豊議員。 

○８番（南部 豊君）   私はこの事業、担当課の皆さんにとっては、これからの対応次第

で、地元の皆さんの意見や要望は十分話し合いのできる状況にあると思っています。 

 当然できること、できないことは出てまいりますよね。しかし絶対やってはいけないこと、

私は双方の話し合いがないまま一方的に事業が進んでしまうようなことになってしまう、この

ようなことは絶対あってはいけないと思っていますので、いかに町行政が県との対応の中で県

から答えを引き出すこと、よい答えばかりではありません、悪い答えもあります。町独自でで

きることもあるかもしれません。その機会を作るのが行政の仕事だと私は思っていますので、

その説明会を頻繁にぜひやっていただきたい、地元の皆さんの声を聞いていただきたいという

ふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（鷲田 昭男君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   当然、地元説明会というのは、その先にあるのが用地買収

ということになりますので、それはしっかり何回もやっていかないと、なかなかご納得もいた

だけないということでございます。また、この地元説明会につきましては私どもも同席をしま

して、皆さんのお声をしっかり三重県の方にお伝えするということです。 

 その中で様々なご提案、また多岐にわたるご要望が出ると思いますけども、これは当然入り

口から、もうだめですよということではなしに、しっかり精査いたしまして、頑張って三重県

の方に、そういった要望を聞いていただけるようにやっていきますので、よろしくお願いしま

す。 

○議長（鷲田 昭男君）   南部 豊議員。 

○８番（南部 豊君）   この道路事業はメリットも見えますが、当然デメリットも見えて

まいります。メリットはよかったねで済みますよね。デメリットはそうはいかない場合が多く

ありますので、しっかりとした、膝を突き合わせた地元対応を行政には求めて、次に進みたい

と思います。 

 ２点目の東員駅周辺の市街化についてですが、市街化編入に対する近々の打ち合わせ等の状

況、これについてお伺いしたいと思います。 



○議長（鷲田 昭男君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   市街化編入の方でよろしいですか、都市計画マスタープラ

ンではなくて。 

 これにつきましては、この５月に、なかなかこういったことはないんですけども、三重県の

農林部局と都市部局合同で私ども行かせていただきまして、農林水産省の東海農政局という、

名古屋にございますけども、ここで協議をいたしてございます。マスタープランの方はよろし

いですね。 

 以上です。 

○議長（鷲田 昭男君）   南部 豊議員。 

○８番（南部 豊君）   ありがとうございます。 

 農林部局、都市部局、それから東海農政局と、この５月に協議をしていただいたということ

ですね。編入面積といいますか、どのぐらいを考えておみえなのか、ちょっとお聞かせくださ

い。 

○議長（鷲田 昭男君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   これにつきましては、約でございますけども、私どもの考

えておる面積がありますけども、今後、議会の補正予算の中で、それに向けた調査設計等々の

予算をお願いしてございます。それの中でしっかりした面積が出るんですけども、約でよろし

いですか、予定ということで。予定としましては、役場、東員駅等々公共物を含めた大きな面

積になってきますけども、３８ヘクタールということで予定をしてございます。 

 以上でございます。 

○議長（鷲田 昭男君）   南部 豊議員。 

○８番（南部 豊君）   面積的には約３８ヘクタールというご答弁をいただきましたが、

相当広範囲な面積になると思いますが、今回、県道の予定をされている１４２号線の東側です

よね、例えば消防署の側というのは、この編入面積に入っているのか。予定ですからわかりま

せんが、その点についてはどうでしょうか。 

○議長（鷲田 昭男君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   予定地につきましても、これはあくまでも予定ということ

でご理解をいただきたいのですけども、言われる県道から西側部分ですね、それについて東員

駅とか役場庁舎とか、そういった公共物も含めて全部で約３８ヘクタールということでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（鷲田 昭男君）   南部 豊議員。 

○８番（南部 豊君）   はい、ありがとうございます。 

 現時点では話すことができないこともあろうかと思いますが、住宅地、医療地、商業地を誘

致したい旨のお話が町長からもありましたが、大体大まかなことで、例えば行政、町として開

発地域のパーツなんかは作ったり、これをこうしたいな、ああしたいなというものが、例えば



他の開発されるようなところだと、よくそういうものをお見受けするんですが、開発構想には

非常にそういうものは有効だと思いますが、そういったものを製作されるようなおつもりはあ

るのでしょうか。 

○議長（鷲田 昭男君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   まだなかなか構想段階でありますし、そして現実的に市街化編

入が決まったわけでもないということで、今我々としては、これを慎重に扱っていかなければ

いけないなという段階だと思ってます。 

 何か一つ狂うと全部だめになるというふうに思ってますので、慎重にいきたいのですが、今

のそれが通ってという前提の話かなというふうに思いますけども、それにつきましては先ほど

最初の答弁でも述べましたように、この地域はあくまでも民間開発というふうに我々は考えて

おります。その中で民間の、もし事業者の方が決まって、そして前へ進んでいく場合に、その

事業者の方と話し合いをさせていただいて、今ご指摘のあったようなことも、やるのかやらな

いのかということになってくるというふうに思いますので、我々が今ここでどうするというこ

とを決めるということはなかなか難しいのかなというふうに思ってます。 

○議長（鷲田 昭男君）   南部 豊議員。 

○８番（南部 豊君）   民間投資主導で進めようとするならば、思い切った中身や内容で

ないと、民間企業さんや医療機関は当町には来てくれません、そのように私は思っていますが、

今後これを検討されるに際して何か方向性、こんなことを東員町は考えているんだとか、こう

いうことはやっていきたいというようなことがあれば、少しお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（鷲田 昭男君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   なかなか今の段階で具体的なことを申し上げるということは難

しいなというふうに思ってます。それは当然、行政だけでやるわけではなくて、民間が入ると

いうことは、民間にとってもメリットがないといけないということがあって、そういう面から、

これは民間の皆さんと協議をしながら進めていかなければいけないなというふうに思ってます

ので、ちょっとこの場で、じゃあどうするかというのはご容赦いただきたいなというふうに思

います。 

○議長（鷲田 昭男君）   南部 豊議員。 

○８番（南部 豊君）   それはまあ理解しましたが、やはり先ほども申し上げましたが、

思い切った施策が必要、これはもう当たり前のことだろうと思います。ですから事前に町行政

としても、少しこういう下地のところで、こういったこと、ああいったことというのを検討し

ていただきたいというふうに私は思います。 

 あと一中の移転についてですが、先ほども答弁いただきましたが、学校施設整備計画検討委

員会というところで議論されるということですが、その委員会の構成と人数はどのぐらいとお

考えなのか、お願いします。 

○議長（鷲田 昭男君）   小川増久教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（小川 増久君）   お答えさせていただきます。 



 検討委員会の委員は１０名程度を一応予定いたしておりまして、構成につきましては、基本

的には内部の職員を中心とした構成を考えておりまして、教育委員会の職員、あるいは財政部

局、あるいはまちづくりの担当部局、小中学校の学校の先生方、そして今回９月議会でも補正

をお願いしておりますように、学識経験者ということで、大学の先生をアドバイザーとして、

その方たちを合わせて１０名以内で検討いたしております。 

 以上です。 

○議長（鷲田 昭男君）   南部 豊議員。 

○８番（南部 豊君）   一中の施設整備計画というのは、移転を含め、将来通学される生

徒さんや保護者の方々、それから関係者の皆さん、非常に関心を持っておみえになりますので、

方向性はそのときそのときに議論の中で変わろうかと思いますが、しっかりとした議論を進め

ていただきたいというふうに思います。 

 今回質問させていただきました光冷暖システム、先端技術の製品ですね、正確で確実な検証

によって当町にメリットが生まれ、よい結果が得られれば次に繋がっていくようなことになろ

うかと思います。私は前に進めなければいけない政策だと思いますし、しかし聞きにくいかも

しれませんが、最近、農業政策の中で皆様もご存じのような結果、撤退、契約というような結

果が出てまいります。先ほども申しましたが、ただより高いものはないというようなこともご

ざいますので、慎重にその点については研究をしていただきたいというふうに私は思います。 

 どこの市町も町の顔となるべき駅前開発、当然必須の課題だと私は思っています。国や県に

対し、いろんな解決をしなければならない課題もたくさんあろうかと思います。時間がかかろ

うかと思います。自治会や地権者の方々にしっかりした対応と報告をしていただきたいという

ことを強く申し上げて、今一般質問を終わらせていただきます。 

 


