
○１３番（山本 陽一郎君）   私どものこの国、この社会は、今、激動する世界情勢に翻

弄され、内にあっては大変な少子高齢化社会ということでございます。そんな中で国の基本理

念である憲法改正という重い課題があり、国家国民の存亡をかけた崇高な保障体制が求められ

ております。 

 また、１，０００兆円を超えるという天文学的な国家財政赤字や年金格差の問題、さらには

打ち続く自然災害への対応、備えと、国難ともいえる大変な時代であります。かの一心太助に

いわせれば、まさに天下の一大事ということであろうと思います。 

 こんな時代にあって国の縮図ともいうべき我が東員町は、将来にわたって安定的に推移する、

安泰であるという保証はあり得ない、このように思います。 

 そこで今回の一般質問を通して、東員町行政について多岐にわたり、町長以下、執行部とと

もに議論を重ねてまいりたいと考えます。 

 まず模範質疑から。 

 １．行政について。東員町マスタープランの改定については、このまちの将来を占う重要な

課題である、このように認識しています。この大変な少子高齢化社会を迎える中で、厳しい行

財政運営が求められております。町長はこの時代において、どのような覚悟と信念を持って今

回のマスタープランを制定しようとされるのか、まずお考えをお聞きいたしたいと思います。 

○議長（鷲田 昭男君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   マスタープランの改定についてのご質問にお答えをいたします。 

 日本の人口は減少期に入り、高齢化や生産年齢人口の減少により、経済活動を含めた社会構

造に重大な影響が出てきております。本町も例外ではなく、平成１１年の２万６，４６７人を

ピークに人口が減少し、このまま特別な施策を講じなかった場合、１０年後には２万人にまで

減少すると推計されております。 

 本町は県内の他の市町と比べ団塊の世代が多く、その分、急激に高齢化が進んでおります。

その影響は個人住民税の減少や医療等の社会保障関係費の大幅な増加にも現れており、本町の

これから先の財政状況は年々厳しくなっていきます。 

 このような状況の中、第５次東員町総合計画では、まちの目指す将来像を「みんなが喜び、

まちの輝き、幸せを実感できるまち・東員」とし、多様な地域・世代間の交流があり、身近な

自然、交通や公共公益施設の利便性などがコンパクトにまとまった、だれもが住みやすい定住

の場づくりをまちづくりの目標に掲げております。 

 この目標の具現化こそが町の急務な課題であり、平成１９年度に策定しました都市計画マス

タープランが時代に合わなくなってきていることや、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

としているものでございます。 

 また、このマスタープランでは、町を北部、中部、南部の３つの地域に分け、地域ごとのま

ちづくり構想を示しております。 

 北部地域では、国道４２１号より北の地域を位置付けています。この地域は昭和４０年代後



半からの住宅開発により、多くの人々が生活を営むまちへと成長を遂げたものの、一方で住民

の入れ替わりが少なく、年数経過により、住民の高齢化や子ども世帯の転出による人口減少の

影響で、高齢化率が高まってきております。 

 しかしながら、当該地域は計画的に整備された宅地に良好な住宅や公共施設等があることか

ら、これらを活用しながら、高齢者だけでなく、子育て世代を呼び込み、多様な世代が真に豊

かな生活を送ることができる快適なまちの形成を目指してまいります。 

 次に中部地域は、神田・稲部地区を位置付けております。この地域はまちの中心に位置して

おり、役場、駅等の公共施設が集まる、まちの核となる地域です。また、人口が横ばい傾向に

ある本町において、今なお人口が急増している地域でもあります。 

 本町における拠点性や利便性に優れたこの中部地域において、まちの顔となる、新たな地域

拠点の形成を図り、まちの中心としての求心力を高め、魅力あるコンパクトなまちの形成を目

指してまいります。 

 最後に南部地域では、三和地域を位置付けております。この地域は平成２５年に大型ショッ

ピングセンターが開業し、昨年８月には東海環状自動車道東員インターチェンジが開通するな

ど、近年、急激な変化を遂げている地域です。 

 しかしながら南部地域は、本町でも唯一、住居系の市街地がなく、人口、世帯数とも減少傾

向にあります。今後は既存集落の活力の維持を図るとともに、インターチェンジ周辺への流通

施設等の誘致や、限りはありますが、人口を増やすための住宅開発などを進め、新たな交流拠

点の形成を目指してまいります。 

 いずれにいたしましても、都市計画マスタープランにつきましては、現在最終修正に入って

おり、９月末には決定、公表をと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（鷲田 昭男君）   山本陽一郎議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   我が町は、少しずつであるけれども人口が減っている、そ

して高齢化が進んでいるということです。これはどなたも同じような認識をされていると思い

ます。 

 ここに高齢化率というものがあります。平成２７年度でいきますと、その高齢化率、６５歳

以上、全国で２６．６％、三重県が２７．９％、東員町が２７．８％ということです。全国平

均より上回ってますね。県とほとんど同じように高齢化が進んでいるということでございます。 

 そして東員町に限っていえば、平成２９年４月１日現在ということなんだけれども、在来地

区の皆さんの中では２４．４％、ネオポリス、笹尾西・東、城山ですね、３１．２％という数

字が出ております。 

 そんな中で東員町は様々な施策を考えておられますね。基本になる東員町総合計画、これは

平成２３年から平成３２年、１０年間ということでありますね。そして新しいところでは新産

業創造プロジェクトチームというのかな、これを立ち上げようと。これは産業課ですね。そし

てまち・ひと・しごと創生戦略、これは政策課の皆さんが担当されるということ。 

 そして今回の東員町都市計画マスタープラン、これは建設部土木課に担当していただくとい



うことなんですが、これを読ませていただくと、特に総合計画は、現在の水谷町長でなくて前

町長の時代に作成されたと思うんですよね。 

 全体に総花的、この計画が本当に実現すれば日本一、いや、世界でも有数な東員町として飛

躍できるのであろうと思いますが、そうはいかない、制約がある。右肩上がりでどんどん行け

という、そんな財政状況にありませんよね。平成２８年度決算でいっても、一般会計の歳入で

８０億２，５００万円、特別会計で６３億６，７００万円、合わせて１４３億９，３００万円。

決算額は減りますけれどもね。 

 そんな中で、じゃあどれだけの予算が、町長以下執行部が、この東員町の発展・飛躍のため

に利用できるのかといいますと、事務的経費、固定経費といいますか、そういうのを除くと、

投資的経費が５億５，４００万円ぐらい、固定経費の中には国保への繰出しだとか補助金、物

品の購入等いろいろあろうと思いますけれども、補助金を厳しく見直しても、５億５，４００

万円の政策的経費から上積みされる金額というのはそんなに多くないですね。先ほど申し上げ

た一般会計の８０億円のうち１割ぐらいが町の政策として打っていける、そういうことになる

んだろうと思います。 

 いつも言われますよね。地方自治体は１割行政ということをよく聞きますけれども、その域

を出ない、いや、出られないということなんだろうと思いますけれども、そこで今、東員町に

置かれている様々な課題がありますよね。 

 町長がおっしゃったように、団地においては高齢化が在来より増えているというのはご存じ

だと思いますけれども、じゃあどうするのか。今どんどん空き家が増えてきてますよね。新し

く住宅開発をするのでなくて、今ある、設備が整ってますよね、ガス・水道・電気全部、ここ

を空き家にしておく手はない。まずこのことから始めるべきである。 

 先ほど同僚議員に聞きますと、いやいや、団地だけじゃありませんよと、在来地区でもそう

いう傾向があるんですよというお話を聞きました。すれば今、焦眉の急は、こうしたすぐ使え

る土地・建物、これをいかに利用していくかということが大事であろうと思います。 

 新しい住宅開発は、今、ミニ開発といいますか、民間業者がやっていただいてますね。それ

の応援にとどめて、町がやるべきは、やはりそういった今現在動いている、この時代の中で空

き家対策、そして若い人たちにこのまちへ来ていただく、そのことによって少子化が少しでも

緩和できるかもしれない。いや、させなきゃいけませんよね。 

 そういうことになるんだろうと思いますが、今日の午前中の同僚議員の話の中で駅前開発と

いうことがありました。これまで歴代の町長がこの問題に取り組もうとされた、なかなかうま

くいかなかった、そういう経緯があります。 

 今回、水谷町長が信念を持って、まずこの駅前開発に取り組みたい、もちろん民間主導だと

いうことなんですが、当然そうだと思うんだけれども、そうであるのなら、思いつきの行政で

あってはならん。これを進めるためには県、あるいは国の関与があるかもしれないけれども、

そことの綿密な連絡、連携が必要だと思いますよね。そのことなくして前へ進まない。いや、

それだけじゃありませんね。地主の皆さんのご了解も得なければならない。 



 そしてまず民間というなら、業者も入っていただかなきゃいけませんね。それらのことが今、

どのように進行しているのか。６割・７割、この線でいけますよということであるなら我々も

応援もしましょう、一生懸命に取り組んでいきたいと思いますけれども、その辺のところがは

っきりしない。 

 今回のこのことによって予算が８６３万円ですか、これは市街化編入計画策定業務委託料か

な、この大きな金額をもってやろうとしているんだけど、可能性がなければ認めるわけにはい

かない。その辺のところがもう少し見えてこないので、現状どこまでこの事業計画が進行して

いるのか、その辺のところをお聞かせいただきたいと思います。そして先ほど申し上げた団地

地域の空き家対策、このことについてお答えをいただきたいと思います。 

○議長（鷲田 昭男君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   駅前開発につきましては、今、国県、そして本町が入りまして

協議を重ねておる、非常に微妙な、非常に難しい時期に入っております。当然可能性のある話

として難しい時期に入っておりますので、詳細について、つまびらかにしていくという、今の

時点で、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おります。 

 これは国、東海農政局、あるいは中部整備局、それと県、県も農林系、そして開発系、両方

入っていただいております。その中で慎重に今、本町も入りながら進めているということでご

ざいます。それで、その中で可能性が見えてきているということで、今回予算を計上させてい

ただいてご審議いただきたいと、こういうことでございますので、ご了承いただきたいという

ふうに思っております。 

 それから空き家につきましては、笹尾・城山地区の空き家につきましては、空き家は確かに

あります。ありますが、かなり循環が早いということで、純然たる空き家率は非常に低い、１％

台だと聞いております。 

 それよりも、実は在来地区の空き家の方が率としては高い、そして深刻であるというふうに

思ってます。それは集落の中で道路事情も悪いところに空き家があるという場合が結構ありま

して、それをどうしたらいいかというふうに地域ではお悩みであるというふうに我々はとらえ

ております。そのあたりについて、どう我々として対処していくのかということが課題だとい

うふうに思っております。 

 １つには、去年、町内にある企業の皆さんのところへお邪魔して、空き家の状況をお話をさ

せていただいて、企業として例えば社宅だったり、あるいはゲストハウスだったり、いろんな

ことでお使いをいただけないかというようなお話もさせていただきながら、空き家対策という

のを考えていこうというふうに思っております。 

 また、地域の自治会の皆さんには空き家を地域で活用できないか、例えば地域の茶の間だと

か、今よくやられているカフェだとか、そういう形、すなわちその地域の高齢者の皆さんが集

まる、あるいは高齢者と子どもが集まるというような形でご利用いただけないかというような

話もさせていただいておりまして、具体的な話をいただいておりませんので、まだ前へ進んで

いきませんが、そういう具体的な話、こういう物件を利用したいんだというような具体的なお



話をいただければ、我々としても支援の方策なんかを検討をしてまいりたいというふうに思っ

ております。 

○議長（鷲田 昭男君）   山本陽一郎議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   駅前開発については成算ありということでございます。そ

れに期待をしたいと思います。ぜひ政治生命をかけて、このまちの一番の看板である駅前を、

歴代の行政、執行部ができなかったことをやり抜いていただきたい、このように期待をさせて

いただきたいと思います。 

 そこで東員町、今いろんな課題を持ってますよね。第一中学校の建て替えにはじまって陸上

競技場の問題がありますね。先ほど申し上げたように、私どもの町の予算ではなかなか実現不

可能なのかなと、よほどの補助金が入ってこない限りですね。 

 そんな中で、やはり私どもが思うのは重点政策、重点項目を絞っていただいて、例えば今年

度については陸上競技場のことをきちっと方向性を出していこうと、今、出されているという

ふうにおっしゃるかもしれませんがね。 

 そして第一中学校については、たびたびおっしゃられるように、これは老朽化して、もう建

て替えが必至であるということであるなら、じゃあ第一中学校の建設に向けて、新設に向けて、

ぜひ項目を絞っていただいてやっていただきたいなと。 

 でないとアブハチ取らずということで、どれも前に進みませんよということになりかねない

ので、今の東員町の行政にとって、町長として、駅前開発はお聞きしたのでいいですよ、陸上

競技場の問題、そして第一中学校の建設の問題、どれを重点的に考えようとしているのか、お

答えいただきたい。 

○議長（鷲田 昭男君）   山本陽一郎議員に申し上げます。 

 質問の趣旨からあまりにも外れないような、今回の答弁については求めますが、これ以外の

質問の趣旨からは外れないような形で質問をよろしくお願いします。 

 答弁を求めます。 

 水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   陸上競技場については一応結論を出させていただいております。

公認を更新しないということにさせていただきました。これはご迷惑をかける皆さんもお見え

になると思うんですが、桑員地区のこういう陸上関係者の大会なり、記録を取れる、そんなも

のを全てこの小さな東員町が、２０数年間から３０年近く担ってきているわけですね。これは

東員町だけで、もうこれ以上無理だというふうな判断をしました。今まで２０数年間、東員町

が担ってきたので、じゃあ桑名市なり、いなべ市なり、他のところに担っていただきたいとい

うふうなことでございます。 

 それと一中の移転については喫緊の課題ですので、これはもう近い数年の間にやり遂げなけ

ればいけないというふうに考えております。 

○議長（鷲田 昭男君）   山本陽一郎議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   議長にお許しをいただきたいんだけれども、このマスター



プランというのは、やはり総合計画に連動するものであると、このように認識をしております

ので、若干の勇み足があろうかと思いますけれども、その広いお心をもってお許しをいただき

たいというふうに思っております。どうしても勘弁ならんというのならお止めいただきたいと

思います。 

 そこで、これは答弁は結構です。予定外ということですのでね。陸上競技場については、い

ろんなところから要請をもらってます。そして３種の公認については申請しないと。正解だと

思います、私もね。今の町の置かれている財政状況からして、これを認めることは次に繋がる

というふうに思ってますので。 

 ただしかし、これまで先人を含めて、あらゆる努力を重ねて維持管理してきた東員町の宝と

もいえる競技場ですよね、これは全国の町の中で１カ所だけ東員町という、そういう経緯もあ

りますので、できるだけいろんな方法があるでしょう、あの競技場の命名といいますか、命名

権をお買いいただくとか、使用料をもう少し上げていただくとか、何よりおっしゃったように

桑名市、いなべ市、桑員陸協の皆さんをはじめ両市の援助なくして成り立たない話ですので、

どうぞ町長、先頭に立って、あなたたちが負担をしてくれない、やれないというのならもう閉

鎖しましょうかというぐらいの強いお心をもって談判してもらいたい。 

 両市で１市８万円ずつぐらいかな、そんなことだと思います、東員町へ入れていただくお金

が。１ケタも２ケタも違うと思うんですよね。その辺のところは認識されていると思いますの

で、ぜひそういうことで、ご検討をお願いしたいと思います。 

 第一中学校、これも答弁は結構です。近々の課題だということなので、先日、全協の場で説

明をいただきましたけれども、今日初めておっしゃられたね、局長が。１０名ほどの委員を選

任して、そしてこれから検討していきたいということであろうと思うんですが、限られてくる

と思うんですね、こういう大きな施設を作るという場所については。 

 だからせっかく今、駅前開発ということなので、それを含めてお考えいただいた方が効率的

なのかなというふうに素人の私たちはそのように考えますが、その辺も含めてご検討いただき

たいなと、このように思ってますので、ない袖でも結構ですので、決意があればお答えをいた

だきたいと思いますが、議長、よろしいですか。 

○議長（鷲田 昭男君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   これについては午前中にもお答えをさせていただきましたが、

手続き上、この検討委員会で結論をいただく、それを待って、その前の学校の適正配置・適正

何とかという委員会ですね、そこで一中は町の真ん中へ持ってきた方がいいよという答申もい

ただいておりますので、それも含めて検討をしていきたいというふうに思ってますが、この検

討委員会で正式に早く結論を出していただいて、正式にお話をいただければ、考えていかなけ

ればいけないというふうに思ってます。 

○議長（鷲田 昭男君）   教育長、３種の答弁をしてください。 

 岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   町長が申したものが基本になっております。私どもも数年前



から、適正規模・適正配置検討委員会を２年間かけていって、そこで答申をいただきました。

その中で町の中心部という答申をいただきました。それに基づいて、私どもも今度は学校施設

整備計画検討委員会というのを設置しまして、そこで正式な答申を得るようになっております。 

 私も役場周辺中心部がいいのではないかなというところを思っておりますけれども、基本的

には答申を受けて決定をされて、私どもで取り組みを進めていきたいなと思っております。 

 以上です。 

○議長（鷲田 昭男君）   山本陽一郎議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   ぜひ重複するかもしれませんけれども、少子化が進んでく

るということになると、果たして今の一中、二中の両校がいつまで並立できるのかなという心

配もありますので、将来を展望しながら、第一中学校が今度もし建て替えということで決定す

るのであれば、その将来展望もしながら、ぜひご検討いただきたい。後でこうしておけばよか

った、ああすればよかったという話にならないようにね。 

 当然、一中、二中の両校はいつまでも続いていただきたい、これはもう住民の願いではある

けれども、だけど行政として、その辺のことも考えながらやっていかなきゃいけないのかなと、

このように思ってますので、ぜひご検討をお願いしたい。 

 それと町長、これ多分マスタープランに関係すると思うんだけど、ここに「北伊勢ライフ」

という小冊子があります。その中で町長、町政施行５０周年から見えてきた東員町の新たなま

ちの形ということでコメントされてますね。これはマスタープランに関係するのであろうと思

いますので、お聞きしたいと思います。関係しないといっても、させなきゃいけないのでね。

答弁がいただけないということなので。 

 そこで生活できる農業、このところ、町長のお話を聞くと、町長、農業大学の出身かなと思

うぐらい農業に熱心なんだよね。大変ありがたいことだと思います。 

 ですが私、つらつら考えますと、この東員町で、この高齢化する中で、民間の業者に来てい

ただいてやるという方法はあろうと思いますけれども、農業で果たしてこのまちが永続してい

けるのかなと。農業を核としたまちづくりということをおっしゃいますよね。私はその辺が、

農業も大事だということはわかっているんだけれども、今この東員町の住民の皆さん、ほとん

ど皆さんが名古屋へお勤めいただいたり、桑名市だったり、四日市市だったり、いろんなとこ

ろだと思いますけれども、そういう勤労者で支えられているまちなのかな。 

 農業もそうなんですよ、大事なんですよ。だけどもそういうことを思うときに、町長の行政

の進め方として、いうなら三和地区、せっかく、個人的な名称を出していいのかわかりません

が、イオンモールがありますよね、あそこを核としたまちづくりというふうに我々は当初考え

てたんだけども、その話が一向に出てこないですね。地元の自治会からも、いろんな要望があ

ったというふうに聞いておりますけれどね、その辺のバランス感覚。 

 右か左かどっちかというつもりはありませんよ。だけど、どっちかというと農業に非常に熱

心な町長、農福ですね、というふうに私は受け止めるんだけれども、産業、このまちの人たち

が生きていくために大事な産業をどのようにこのまち、三和地区に張り付けていくのか、その



辺の大事なマスタープランのことだと思うんだけれども、その辺のところのお考えをもう少し

元気にご答弁いただきたい。 

○議長（鷲田 昭男君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   農業に力を入れるということ、これはもうまさにそのとおりな

んですが、これも午前中の答弁でも言いましたけれども、行政面積の３分の１が農地なんです。

そしてご承知のように、行政面積が非常に小さくて、都市計画で区切られて縛りが非常にきつ

いということで、なかなか自由な土地の利用計画というのができないのが現状です。 

 それは駅前開発をやっていこうということに、６年、７年かかっているわけですけど、これ

とても非常に不可能に近いのを、今、何とかこじ開けたいというふうに思ってますが、そんな

ような東員町の中で、この７００ヘクタールの農地が、３分の１にもなる農地がどれだけ稼い

でいるかというと、ほとんど稼いでないわけですよね。要するに７００ヘクタールが遊んでい

るとは言わないですが、なかなか思うような役に立っていないのが現状だというふうに思って

ます。 

 ですからこの農地をもっと稼げる農地にしていくということが、東員町のこれからにとって

非常に大事だろうというふうに思ってます。この３分の１を除いた３分の２の中は、ほとんど

人が住んでいるところが大半です。ですからお金を生み出しているところというのは、面積的

には非常に少ないというふうに思っておりますが、産業として農業を位置付けられる、そして

稼げる、そんな東員町になっていく、この農地をいかに有効に活用できるかが、これからの勝

負かなというふうに思っておりますので、そこに我々は力を入れていきたいというふうに思っ

てます。 

 三和地区につきましては、今、申しわけございませんけども、イオンモールを核としたまち

づくりというのは考えておりません。イオンがいくら儲けていただいても、ほとんど町へ落ち

るお金というのはない。固定資産税はありますけれども、そこで売り上げが倍増しても、町へ

じゃあそれがはね返るかというと、まずはね返らない。 

 ですからそうじゃなくて地に着いた、そんな稼げるまちというのを作っていかなければなら

ない。みんなが働いて、みんながそれの恩恵を受けられるような、そんな形をしていかなけれ

ばいけないということで、今、長深の耕作放棄地を活用して、農福連携もそうですが、農業を

中心にやっていこうというふうにしております。長深の耕作放棄地だけではだめなので、全体

に、７００ヘクタールを、何とかもっと有効活用させるということを考えておりまして、とり

あえず今、長深地域というのはその拠点というふうに考えております。 

○議長（鷲田 昭男君）   山本陽一郎議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   農業の大切さを切々とおっしゃられたんだけれど、それな

らまず隗より始めよという言葉があるんだけれど、それなら今９割と言いましたか、米作りの

比率が。９割の方がお米を作っていられるということであるので、そうであるなら、いつも不

思議に思うんだけれども、なぜ東員町の米、画一された米作り体制の中にあって、新しい挑戦

はいいけれども、その前に、じゃあなぜ東員町の給食センターに、東員町で作られた農家の皆



さんのお米が１粒も入ってないという、それは誤解かもしれませんが、今までの議論の中では

そういうことがあったんですが、それをまず改めていただきたい。 

 ぜひこの東員町の子どもたちが食する給食については、東員町のお米、安全であろうと思い

ます。量についても、調整すれば何とでもなる。そして保管倉庫か、こういうものが必要であ

るというなら、それこそ東員町がそれに補助金を出してでも、そういうのを整備させて今ある

農業も大事にしていく、そういうことが必要でないのか、このように思いますので、いま一度

そのことについてご答弁をお願いしたい、米についてね。 

 それと三和地区についてはあまり考えていないよ、三和地区は考えているんだけれども、イ

オンを核としたまちづくりについては考えていないというふうにおっしゃったんだけれども、

あの会社は世界的な大企業ですよね。これを活用させていただく、利用していくというのが、

東員町にとって大事なことであろうと思います。そしてそのことによって雇用が生まれる。今

でも雇用していただいていると思うけれども、どんどん大きくなっていただいて、某系の会社

でも何でも来ていただいて、そういうところへ東員町の皆さんが就職、働きに行ける、そうい

うことが必要だと思うので、いま一度、三和地域の認識を、お考えをお聞かせいただきたい。

今のままでいいのか、そのことをお答えいただきたいと思います。 

○議長（鷲田 昭男君）   お米については論外ですので、三和地域の答弁だけ求めます。 

 水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   私は三和地域については、今、インターチェンジが来てますが、

インターチェンジ半径１キロ以内に流通のものは作れますよというだけで、それとても、たく

さんの土地があるわけではないということもあり、それほど広がりはないだろうというふうに

思います。 

 今、イオンから一つ相談を受けていることはあります。それはありますが、それほど大きな

期待をできるものではないだろうというふうに思っております。 

 それよりも農業を核として、みんなが喜べるような、これも前に答弁をさせていただきまし

たが、高齢者の皆さんや女性の皆さん、障がい者の皆さんがそこで働けるような、そんな農業

を核とした、そしてまちづくりをしていって、みんなが笑顔になるという、その方が稼いだも

のが直接町内で循環するんですね。人、金、そういうものが循環する、物も含めて町内で循環

する。その方がよっぽど町にとっては潤いがあるだろうというふうに判断をしております。 

○議長（鷲田 昭男君）   山本陽一郎議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   最後になりますけれども、町長の農業に対する思い入れが

非常に強い、このことを再確認をさせていただきましたけれども、先ほど申し上げたように、

東員町にとって勤労者のことも大事、そしてそれを支える事業者も必要だというふうに思って

おります。ぜひ今、取り組まれている喜び農業が苦しみ農業にならないように、執行部を上げ

てご検討､ご活躍をいただきたい、このように思っております。 

 今日はとりとめのない議論になりましたけれども、また改めてマスタープランについては議

論をさせていただきたい、このように思いますので、お願いをいたしたいと思います。 



 これで私の一般質問を終わります。ありがとうございます。 


