
○１４番（大崎 潤子君）   日本共産党の大崎潤子でございます。台風２１号の大きな被

害がありました。その後すぐに北海道にて大きな地震が発生し、被害に遭われた皆さん、亡く

なられた方々に心よりお悔やみとお見舞いを申し上げたいと思います。今一度自分の身の回り

や地域などの防災点検や安全対策を確認しなければならないと強く思いました。今９月議会に

おきましては、１点目駅前開発について、２点目水道問題について、３点目新産業の創造につ

いての一般質問を行います。明快な答弁を求めます。 

 まず最初に駅前開発については、昨日から同僚議員の質問もありましたが、これからのまち

づくりに大きな影響を及ぼす問題であります。７月１日から８月１２日まで全自治会で町政懇

談会が開かれました。駅前開発、一中移転、高齢者対策、大豆製品への取り組み、空き家対策、

在宅医療、三和地区の開発やオレンジバスなどなど、町民の皆さんからたくさんの意見が出さ

れています。特に駅前開発は、町長自ら先頭に立ってオール東員で頑張っていくと旗を上げま

したが、残念ながら半年経つか経たないところで断念を表明されました。 

 町のホームページにより懇談会の様子が公表されております。その中では仮契約について、

事業計画、協定書はどうであったのか。また積水ハウスの撤退理由、それに対する行政の対応

などたくさんの意見が載っております。町長は脇が甘かったという一言に尽きると、そして私

の責任だと思っていると７月１日の山田自治会で述べています。また脇が甘かったのでは済ま

されないのはわかっています。今回の政策を分解し、ひとつ一から立て直し計画を立てていこ

うと思っています。これは城山１丁目自治会、７月２８日での町長の答弁です。また住民の声

からは信頼を取り戻すのはかなり難しい、他への影響が大きい、信頼を回復するために言葉じ

ゃなくて行動で示してほしい、北大社自治会、７月５日と住民の声がございます。また今回の

開発で町長に考えを選好させ議会にどれだけ話をしたか、町民にどれだけ伝えたかが大事だと

思う。民間開発エリア、この土地を何かの形で活かしていこうと思うならばもう１回真剣に考

え、町長の思いを議会に報告し、町民と徹底的な議論を繰り返し取り組んでいただきたい。西

２丁目自治会、７月１４日、住民の声が載っておりました。 

 そのような中で次の３点についてお尋ねいたします。凍結ではなく断念ということです。や

ろうとした課題解決のためにどうお考えですか。またこれまでの説明責任をどう果たされます

か。２点目、政治責任についてどうお考えになりますか。３点目、断念後のまちづくりをどう

考えてみえますか。町長の答弁を求めます。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   駅前開発についてのご質問にお答え申し上げます。まず事業断

念により残された課題解決についてお答えいたします。東員駅前開発につきましては、本町の

将来を見据える中で６点の政策を掲げておりました。１つ、新たな住民の定住化、２つ、三岐

鉄道北勢線の活性化、３つ、笹尾・城山地区における高齢者の一部の受け皿、それによる笹尾・

城山地区の人の循環、４つ目として老朽化に伴う本町東部に遍在する東員第一中学校の移転・

建て替え、５つ目、商業系の施設や医療・介護施設の誘致、６つ目が本町が目指す新産業プロ

ジェクトの拠点づくり、この６点でございますが、これらの施策につきましては少し時間はか



かりますが、一つ一つ改めて課題を分析し検討を行い、それぞれの施策実現に向けて再構築し

ていかなければならないと考えております。とりわけ東員第一中学校の課題につきましては、

保護者・教育関係者のみならず、地権者の皆様にご協力いただいたアンケート結果から見ても、

多くの町民の皆様が当地への移転を望んでおり、このことで大きな関心を寄せていただいてい

ることがわかりました。通学、学校生活を通して全ての子どもたちの安全・安心を基本と考え

非常に厳しい条件ではあり、そして時間はかかるかもしれませんが、県や国などの関係部署と

連携し移転に向け検討してまいりたいと考えております。 

 説明責任につきましては、特にご心配とご迷惑をおかけいたしました北大社と山田自治会の

地権者の方に対し６月２８、２９日に報告会を行い、経緯の説明とお詫びを申し上げました。

また町民の皆様には７月から実施いたしました町政懇談会で町内全２３自治会の皆様に経緯説

明等を行ってまいりました。町政懇談会へお越しいただけなかった方に対しましては、ホーム

ページ及び今月発行の広報とういん９月号で内容等を掲載いたしております。 

 次に私の政治責任につきましては、将来の東員町を考えたときに必要な政策・施策が今回の

事業の断念によって検討の再考を余儀なくされたことに対しましては大きな責任を感じており

ます。今後は先ほど述べました６つの施策を再検討、再構築しながら一つ一つ丁寧に進めてい

くことが私に与えられた責務と考えており、しっかりとその責任を果たしてまいります。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   町長から答弁をいただきました。３番目の断念後のまちづく

りについては、多分１と２の中に入っているのではないかと思います。今回の件につきまして

は、私自身平成２９年６月議会で、まちづくりの中でこの開発については本当にそれを実現す

ることが可能だろうか、目標とする都市空間の実現までにどれだけの時間と経費がかかるだろ

うか疑問が出てきますという形で質問させていただいています。１年後に断念という結果にな

りました。もちろん積水ハウスの問題もあるでしょうが、積水ハウスだけの問題だったのでし

ょうか。行政での総括が大いに求められると私は感じます。 

 町長は先ほど６つの施策の再構築をしていきたいという形で責任を果たしていきたいという

ことを述べられました。ただ言葉だけで責任を全うしていきたいという形の中では町民はどう

とるのでしょうか。やはり私自身考えることは、一つ一つの分析をして取り組んでいく、町長

を筆頭に各部局で頑張っていく、それを町民がしっかりと見極めていく、ああ町長一生懸命頑

張っていただいている、そういう責任の取り方があるんだということをきちっと町民の皆さん

に態度で表明されなければならないというふうに思うんです。そのあたりが非常に弱いように

私は感じました。もう一度答弁をお願いしたいというふうに思います。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   この駅前の計画につきましては、今言いました６点の施策とい

うのを入れて、そしてこれを仕上げていこうということで考えておりました。この６つの課題

というのは本町にとって非常に大きな課題だというふうに思っております。ただこの施策まで

断念するというわけではございませんので、これをしっかりやっていくことがこれからの東員



町を考えたときに非常に大きな問題であるというふうに考えておりますので、しっかり取り組

んでいくということに変わりはありません。ぜひ皆さんのご協力も得ながら一つ一つ丁寧に取

り組んでまいりたいというふうに思っております。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   町長は一つ一つこの６つの課題に取り組んでいきたいという

ことをおっしゃっております。昨年の６月議会のときに山本議員の質問に対して町長は不退転

の決意でこの事業を推進していきます、不退転の決意で頑張ります、そういうことを表明され

ております。どうぞこの場でもう一度不退転の決意でこの６つの課題を進めていただけるのか

どうなのか、私はそこがとても大事だと思います。不退転の決意で取り組んでいく、それが断

念になりましたという結果になりました。６つ掲げられた施策、この施策を一つ一つ組み直し

ていくことがとても大切だということは私自身もそう思いますし、町長もそうおっしゃいまし

た。そうであるならば、例えば新しい住民の定住化、これから取り組みますということですけ

れど、もっと具体的に示すべきではないのでしょうか。この４月にプロジェクトチームを立ち

上げました。このプロジェクトチームは新産業の拠点づくりはこれからやっていきますのでそ

のグループはそのまま継続かもわかりませんけれど、もう１つのプロジェクトチームでこの６

つのマスタープランの施策を行っていかれるのか、そのあたりが見えてきません。そのあたり

本当に不退転でこの６つの施策に取り組んでいただくのかどうなのか、このテレビの前で表明

をお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   ６つにつきましては１つの部署でやるのではなくて、どちらに

しろこの６つの施策につきましては駅前開発ができていたとしても、プロジェクトチームだけ

でこの施策全部を取り組むということはありません。それぞれの担当部署がありますから、そ

こがしっかりと取り組んでいくというのは基本ですので、駅前開発がなくなったらならば余計

にそれぞれの担当部署がしっかりとこれに取り組んでいくということになります。この中で昨

日からずっと質問が出ておりますが、一番早急に対処していかなければいけないというのが一

中の問題だろうというふうに思っておりまして、これにつきましては昨日も答弁を申し上げま

したが、最初に県の県土整備部長に私が直接会いに行きました。そしてお話をさせていただき

ましたし、その後農林部局あるいは開発部局等の協議に入っております。これが本当にできる

かどうかというのを見極めなければいけないと思いますが、ともかく協議に入ってまず進める

ということをやらないと前に進んでいかないものですから、そういうことをやっております。

他の問題についてもこれからできるだけ早い段階で立ち上げていきたいというふうに思ってお

ります。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   町長からなるべく早い段階でそれぞれの課でこの問題につい

ては取り組んでいきたいということでした。一中の建て替えについては本当に喫緊の大きな問

題だというふうに思います。ですから本当にありとあらゆる英知を、そしてたくさんの皆さん



のお声を寄せていただきながら、先ほど石垣議員の中にもありましたように、きちっと情報公

開をする、町民の声を聞く、議会の声を聞く、そういうことを一つ一つ丁寧に進めていただき

たい。これができていなかった部分も大きな原因ではないかという部分も見え隠れいたしてお

ります。 

 そこで町長に不退転の決意でと述べましたが、ある程度の決意はわかりましたけれど、一生

懸命頑張っていく、不退転での取り組みというのがなかなか私自身の胸にすとんと落ちないん

ですけれども、それは残念かなというふうに思います。政治責任の取り方はいろいろあると思

います。町長は大きな責任を感じているので、一つ一つ丁寧にこれからやっていきたい。そう

いう政治責任の取り方をされるのかなというふうに考えております。先ほども申しましたよう

に、やはり町民の皆さんが町長が頑張っている、町職員がよく頑張っている、そういう姿を見

せていただくことが失った信頼を取り戻す大きなことではないかと思うわけです。ですからぜ

ひこの問題については大きな大きな総括としていただく、どの課でもきちっとした総括をして

いただく、６つのマスタープランがあるわけですので、福祉課もあれば建設部もあれば生活部

もある。あるいは北勢線の問題もあるわけですので、それぞれの課できちっとした総括を出し

ていただく、そしてそれを町民に公表していただく、それがとても大切ではないかというふう

に思います。 

 そしてこの事業を進めるに当たりまして、民間業者、例えば三岐鉄道さんとか第三銀行、東

員郵便局や医療関係者などに駅前出店についての話し合いをされております。この断念に当た

りまして、どのようにその皆さんに対応なさったのでしょうか。今後のまちづくりにも関係い

たします。信頼を失わないようにしっかりと対応していただきたいというふうに思います。そ

の点についてお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   出店をお願いさせていただいた事業者の皆さんには個別にこの

経緯を説明させていただいて、そしてこういうことになってしまったので大変申しわけないと

いうことでおおむねご理解いただいたかなというふうに思っています。ただ昨日も述べました

が、一部場所を変えてというところもございますので、それについては今対処しているところ

でございます。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   おおむねご理解をいただいたということを述べていらっしゃ

います。信頼を失わないようにしっかりと対応していただきたい。これは事業者にもそうです

が、町民の皆さんに対しても同様だというふうに思います。後始末をきちんとして説明責任を

果たして再出発を図ることだというふうに私は思います。 

 ホームページでたくさん皆さんのいろんな意見が載っている中でちょっと気になることがあ

りました。西２丁目、７月１４日のときですけれど、この東員駅前の開発、複合施設、特産品

を作るエリア、保健福祉センター、市民活動センター、図書館も移転する予定をしていました

という説明がありまして私自身驚いたわけです。やはり議会にもきちんとこういうことを説明



して公表していただきたい。そういうことがすごく大きな問題が起こることではないのかなと

いうふうに思いました。ちょっとそのあたりだけ確認させていただきます。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   今の複合施設につきましては、可能性としてそういうことも可

能じゃないか、そしてそうした方が利便性が高くなるんじゃないかという話の段階で確定した

話ではございませんので、それが進んでいって話が固まれば議会にも報告しなければいけない

ということでございますので、まだ確定まで持っていった話ではないということでございます。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   確定したことではないということですが、こういう形で町長

の発言が物議を醸し出すことも多々あるように思いますので気を付けていただきたいと思って

おります。 

 それで、プロジェクトチームが２つ立ち上がりました。このプロジェクトチームは今後の課

題に取り組んでいくためにどういうふうになさるのか、それとも新産業は４月からナナホマレ

の関係があるんですけど、建設部の方で立ち上げたのは今後解散されるのか、それともこのま

ま残ってやっていかれるのか、その答弁が抜けておりましたのでお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   小川副町長。 

○副町長（小川 裕之君）   ４月に発足いたしました新市街地整備プロジェクトチームの

今後のことでございます。先ほど町長からありましたように、今後はそれぞれの課題について

担当部署で基本的に取り組んでいくという答弁がありましたので、この新市街地整備プロジェ

クトについては、補正予算の提案をさせてもらっているところでございまして、その他補正予

算、あるいはその他の残務整理をいたしまして、基本的には今の段階では１０月には、要する

に９月末には解散していきたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   わかりました。１つのプロジェクトチームは９月末をもって

解散したい。あとはそれぞれの部局でマスタープラン、６つの施策について進めていくという

ことで理解していきます。残念になりましたのですぐに具体的にとか日程表とか計画表という

のが動くわけではないと思いますが、そのあたりで具体的にこの件についてはそれぞれの課で

どのような動きがあるのでしょうか。それをお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   今申し上げましたように、教育委員会を中心に財政とか政策も

入りながら一中の検討はしております。それから新産業につきましては、そのプロジェクトの

方で、これはもともと新産業プロジェクトの方でやっておりますので、ここの拠点づくりにつ

いても、もともとここでやるということで引き続き拠点づくりについてやっております。三岐

鉄道北勢線については、これは政策課で引き続きやっておりますし、あとは商業系がなかなか

難しいなというふうに思っておりますが、医療系とかそういうことについては個別に相談を受

けておりますので、またこれについては具体的になりましたら担当課へおろしていきたいとい



うふうに思っております。総じてこれから担当部署の方で少しずつ動き出していくというふう

に思っていますのでよろしくお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   もう１点は、先ほどの６つの施策の中での笹尾・城山の高齢

者の受け皿づくりの件なんですけれど、７月１５日、西３丁目での町政懇談会のときに地域包

括ケアシステム、在宅医療や在宅ケアなどの情報発信をしていただきたいということが載って

おりまして、町長は早く第２の地域包括支援センターを団地内に設置していきたいという答弁

をしてみえるわけですけど、この地域包括支援センターが一応介護保険の計画書にも明記はさ

れておりますけれど、いつごろかというめどがあるのかどうなのか、ただこの３カ年の間に候

補地を決めて進めていかれるのか、ほぼ候補地は決まっているのでそれに向けて事業計画なり

事業費ですよね、そういうことを計画なさっているのか、どうなのかということが１点と、こ

の在宅医療、在宅ケアについてはやはりもっともっと情報を発信してほしい、多くの介護者の

皆さんが思ってらっしゃるんですけど、そういう情報発信をしていただいているのか、どうい

う感じでしていただいているのか、そのあたり２点お願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   基本的に第２包括を早急に造っていかなければいけないという

ふうに考えております。場所としては１つの候補地として笹尾の連絡所も１つの候補地として

考えております。ちょっと時期的には福祉部長から答弁させていただきたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   松下福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。第２の地域包括支援センターにつき

ましては、第７期の介護保険事業計画の中で平成３２年度末までに設置したいという計画は上

げてございます。その辺につきましては、今後その運営方法とか、先ほど町長が申し上げまし

たように場所の問題、とりあえず町の施設を使うのか、新たに例えば公募して新たな事業者さ

んが手を挙げてくるのかということも踏まえまして計画していきたいというふうに思っており

ます。また議員さんが申されました在宅医療、在宅ケアについても、この辺についてはいなべ

市さんと協働でこの地域包括ケアシステムの構築を目指し、この辺の取り組みについてはいな

べ市さんと協働で在宅介護フェアとかも実施しておりますので、その辺を情報発信を広くさせ

ていただいて町民の皆様にご理解いただきたいというふうに思っておりますので、よろしくご

理解賜りたいと思います。以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   包括支援センターについては平成３２年度末までに何とか設

置したいということですので、団地の皆さんにとっては吉報かなというふうにも思います。ど

うぞ一日も早く包括支援センターが活動することができるよう全力で取り組んでいただきたい

というふうに思います。次の問題に移る前に、町長、どうぞこの駅前開発を断念したというこ

とについては、きちっと反省していらっしゃるわけですけど、何度も言うように町民の中で町

長は頑張っている、それが評価していただけるよう責任の取り方も含めて考えていただきたい



し、しっかりと町民の目線で、町民の中に入って、町民が何を今考え、何をしようとしている

のか、この駅前開発についてどんな思いでいたのか、しっかりと胸の中に刻んでいただいて、

今後の町政運営に当たっていただきたいということを強く強く述べまして次の問題に入らせて

いただきます。 

 ２点目は水道問題について。昨年の９月議会でも水道料金改定に当たり町民に対する情報提

供や経過報告が大切で、一方的な押し付けであってはならない、どのように町民に同意を求め

ていくのかただしました。東員町水道事業計画や東員町水道施設更新計画を作成したので、昨

年の９月２０日より町政懇談会が開催され、そこの中で説明いたします。そして参加できなか

った皆さんにはホームページや広報紙などで報告いたしますと建設部長が答弁いたしました。

あれから１年、この１年間水道料金問題や耐震化についてはどのように検討し、事業を実施し

ていますか。特に水道料金改定は平成３２年度に１７％アップの予定です。来年１０月には消

費税が１０％となります。消費税の引き上げや次の年の春には水道料金が１７％アップとなれ

ば町民の暮らしは大変となります。町民の皆さんへの情報提供は一日も早く実施すべきですが、

いかがでしょうか。 

 次に水道法一部改正で広域化・民営化や官民連携の推進のため地方自治体が水道事業者とし

て立場を残しながら、厚生労働大臣等の許可を受けて水道施設に関する公共施設等運営権、コ

ンセッションを民間事業者に設定できる仕組みを導入しますとなっています。既に官民連携は

平成２４年度以降、水質検査や電気保守管理業務などなど１６の委託業務を連携しています。

現行どおり町営として町民の皆さんの命の水を守ることがとても大切だと考えますが、建設部

長の答弁を求めます。 

○議長（島田 正彦君）   近藤建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   それでは大崎議員の水道問題についてのご質問にお答え申

し上げます。まず耐震化事業の状況でございますが、昨年に公表いたしました水道施設更新計

画によりまして、本年度は第２水源池の機械、電気、計装設備などの更新を行っております。

また新低区配水池建設に伴います測量、詳細設計を契約し実施してございます。今後も事業の

優先順位、年度ごとの予算配分を計画的に行い、耐震化事業を進めてまいります。 

 次に水道料金改定につきましては、平成２９年度決算により総括原価を計算し、基本料金及

び従量料金の改定について今試算をしているところでございます。これにつきましては、年内

には現在の本町の使用形態に適した新しい料金表のドラフト版をお示ししたいと考えておりま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

 ２点目の水道法改正による官民連携ということでございますけども、水道法というのは汎用

品的な技術と異なりまして、勘と経験に支えられている技術も多くございます。経験の蓄積で

習得した技術を継承することは容易ではございません。このことを踏まえまして、水道事業の

適正な運営管理を維持、強化していくためには発展的広域化と併せ、官と民の連携によって次

世代に受け継いでいくことが重要かと考えてございます。近年ではご案内のように水道法やＰ

ＦＩ法、地方自治法などの法整備、改正が行われ、さらなる官民連携の推進により運営管理を



強化できる環境が整ってきてございます。本町でも運営管理の強化施策として、水質検査や施

設の保守点検委託などについて個別委託を行っております。今後も現状の水道事業が抱える課

題を踏まえ、事業経営方針を明確にした上で、最適な官民連携形態にて事業を推進するものと

し、当面の施策としましては、必要な業務の個別業務委託をより一層進めてまいります。よろ

しくご理解賜りますようお願い申し上げます。以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   水道料金の改定については、今やっております平成２９年度

の決算を基にして料金改定といいましょうか、金額なりパーセンテージを決めて、今年度末と

いうことは来年の３月議会のときにそういう情報が提案されるのかどうなのかというのが１点

ございます。ちょっと聞き漏らしましたので、済みませんお願いしたいと思います。 

 水道料金は給水原価がすごく左右するということを聞くんですけども、東員町の場合は平成

２９、２７、２８年は６７円とか６９円という形でした。それが平成２９年度は７０円という

形。そして今後ずっと少しずつ上がっていくんですけれど、そのあたりが給水原価を引き下げ

ることが可能なのか、一定にすることができないのか、この１円とか２円とか上げ幅があるん

ですけれど、それはなぜなのか、ちょっとそのあたりお願いしたいというふうに思います。 

○議長（島田 正彦君）   近藤建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   まず水道料金の案でございますけれども、これは年内に何

とかドラフト版を、案をお示しさせていただいて、そこで議論していただいて、いつ上程する

のかというのはちょっとまだ議会さんとのやりとりで変わってきますので明確に申し上げるこ

とはできません。済みません。 

 それと先ほどご案内の水道料金、原価によって変わってきますので、それによって水道料金

というのは当然上げるべきときも出てくるということでございます。特にうちの場合は内部留

保資金でございまして、ちょっとはっきりした数字は申し訳ございませんけど、６億何千万と

あるんですけども、これがこのままでいくと枯渇していってしまいますと、ゼロになってしま

いますという時期が来ます。その時期が来ますとそれをもって上げるともうかなりの上げ幅に

なってきますので、今のうちから少し考えていきたいということでございます。以上でござい

ます。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   今内部留保資金は６億３，２８９万２２３円だったように記

憶しております。これが枯渇するので水道料金は上げざるを得ないということでありますが、

私が聞いたのは給水原価がなぜ年度によって違っていくんですか、その原因は何ですかという

のと、給水原価を引き下げることは可能ですかということをお尋ねいたしました。それがあり

ませんのでお願いしたいというのが１点と、経営戦略の中で施設更新の見通しというのがあり

まして、現在の容量に対して約５０％まで使っていない。今後更新に合わせてダウンサイジン

グすることによって経費の削減ができるのではないかという計画書があるんです。ところが今

回低区配水池が増強整備を行いまして、今タンクが２つあるんですけど、これが３つになりま



す。災害時の対応であるということなんですけれども、それにかかる維持管理費はどのように

なるのか、低区配水池は昭和４９年、４２年間。第２配水池は平成６０年で３１年です。その

あたりお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   近藤建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   申し訳ございません。要するに給水原価が年々変わってい

くというのは、例えば電気代が変わったりとか、人件費が変わったりとか、いろんなアクショ

ンがございますもので、一概にこれが原因やというのはなかなかないんですね。それとちょっ

と戻りますけど、当然水道料金と申しますと、その会計だけでどうしてもやってなければなり

ませんので、その大きな収入が水道料金ということで、これがメーンになってきますので、こ

こをしっかりと維持管理等々、またその給水原価にかかる費用を当然ぎゅっと絞って、少しで

も皆さんのご負担にならないようにそれはしっかり考えていくということでございます。あと

ちょっと細かいことは上下水道課長の方からご答弁申し上げます。 

○議長（島田 正彦君）   中村建設部参事。 

○建設部参事（中村 浩也君）   私の方から細かいことをご答弁させていただきます。給

水原価につきましては当然電気代とか薬品代とか要る部分と、あとその減価償却、支出の伴わ

ない支出ですけども、こちらにつきまして老朽化してきたということで当然減価償却する金額

も減ってきます。今後施設の更新を行っていきますと減価償却する金額も増えてくると、そう

しますと経費として大きくなってきますので原価の方が高くなってくるというものがございま

す。低区の建設の方、これにつきましては耐震診断を行っております。一番古い低区の１、こ

れにつきましては補強することが不可能に近い状態でございます。低区２の方、こちらについ

てはタンク自体の強度は十分ございます。ですが基礎の方に若干不安がございまして、２セン

チ５ミリぐらい動くことがあるかもわからんと、これについては基礎の補強をするとなると９

カ月ぐらいドライ状態にせないかんと、ちょっと不可能に近い状態ですので、これについては

配管の方で手だてをしたいというところで、最終的には第３の建設を今進めてますが、これに

ついて完成後、１の方を取り壊すという形で将来的に考えてございます。以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   近藤建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   済みません、ダウンサイジングの考え方ということでたし

かお聞きになられたと。ちょっと長くなりますけど、現在の東員町の水道事業というのは計画

人口が３万人ということで、１日最大の取水能力が１万８，６００トンでございます。平成２

９年度で施設利用率が約４７％、最大稼働率が５２％ということで、これは他に比べますと稼

働率も半分ぐらいということで今やっておるんですけど、また将来の人口につきましては２０

４０年を境に２万人を下回るという推計も出てございます。ということは当然水道料金も入っ

てこないということがございますので、それにしても水道の施設というのは例えば今年言って

来年ぽんぽんとできるというものではございませんので、施設の維持をしながら運用で対応を

図ってまいりたいと思います。いわゆるダウンサイジングの話につきましては、各地区の使用

水量に合わせた管網計算等を行いまして、管路のダウンサイジングですね。東員町の場合はた



かだか６㎞、４㎞、それも住んでいるところが他のところに比べると小さくなってございます

ので、施設のダウンサイジングというのはなかなか難しい、管路のダウンサイジングを今ちょ

っと検討しておるところです。以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   わかりました。建屋じゃなくて管路のダウンサイジングを今

後やっていくということでわかりました。ちょっと時間がないので端折りますけれども、料金

改定については本当に町民にとっては切実な大きな問題でありますので、町民の皆さんに対し

ては逐次情報を流していただきたいというふうに思います。シリーズで流すなり、回覧、広報

紙、ホームページ、あるいは公共施設にそういうチラシを置くなどして情報提供をしっかりし

ていただいて、本当に町民から料金が改定されて困ったという声が届かないようにしっかりと

情報提供していただきたいということをお願いいたします。 

 ３点目につきましては、新産業の創造です。４月からプロジェクトチームを立ち上げ、特産

品づくりが始まりました。町政懇談会においても６次産業化やナナホマレについての質問があ

り、町長はおからの出ない豆乳や豆腐づくり、中性脂肪を下げる効果がある、小麦アレルギー

に対応し大豆と米粉でのお菓子づくりなど、２年後には工場を誘致したいと答弁されておりま

す。今穴太、山田、鳥取地内などではナナホマレが作付けされているとお聞きいたします。東

員町独自の特産品としてのことですが、この春の作付け状況と収穫量の見込み、特産品に向け

ての取り組み状況をお示ししてください。 

 行政面積の３分の１が東員町は農地であります。町の方針としては町の投資を少なくして民

間を活用して稼げる農業を目指すのが町の方向性でございます。自治体によってはしっかりと

農業者を支援し、特産品づくりやまちづくりを進めているわけでございます。今東員町の農業、

日本の至る所で農業は従事者の高齢化や担い手不足など大変な状況であると考えます。農業は

地域コミュニティ、文化・環境保全など大切な役割があります。まちづくりや特産品づくりの

役割を果たす中、中心的存在になるようしっかりと応援や支援をすることだと考えます。総務

部参事の答弁を求めます。 

○議長（島田 正彦君）   門脇総務部参事。 

○総務部参事（門脇 郁夫君）   大崎議員の新産業の創造についてのご質問にお答えいた

します。昨日南部議員にご答弁させていただきました内容と重複する部分がありますが、ご理

解いただきますようお願いいたします。 

 新産業創造推進事業は、既存産業の活性化と新たな産業や雇用、就業機会の創出を図ること

を目的に本年度から大豆の加工技術や販売実績を有する企業並びに町内農業法人２社と町が連

携して事業を開始したところでございます。本年度は町内農業法人２社に神田地区と三和地区

の転作で６ha において新しい品種ナナホマレの実証栽培に取り組んでいただいております。６

月中旬から下旬にかけて播種作業を終えましたが、７月上旬からの記録的な猛暑と雨不足の影

響で一部圃場において生育遅延や病害虫の発生が見られ被害が見られましたが、現在開花期を

終え、さやを付ける段階へと生育しております。しかしながら、本年の異常気象が今後さやの



中の種子成長に悪影響を与えることも考えられ、現段階で収穫量の推測をすることは難しい状

況となってございます。 

 新しい品種ナナホマレは、通常品種に比べ機能性たんぱく質を豊富に含む健康によい品種で

ありながら従来の製造方法では豆腐にすると凝固性が劣るということから需要が少なく、全国

的にも栽培する農業者が少ない品種でございます。今回の事業では機能性の高い品種であるこ

と、生産量の少なさに着目し、通常品種と差別化した商品開発を目指してまいります。またミ

ナミ産業株式会社が開発した気流式粉砕技術の活用により大豆を丸ごと原料に使用し、超微粒

粉砕大豆パウダーを製造することで凝固性の課題解決を図り機能性の高い大豆ナナホマレのよ

さを最大限に活かした商品開発に取り組んでまいります。 

 次に２点目の特産品づくりやまちづくりの支援についてのご質問にお答えいたします。農業

の６次産業化による特産品づくりと併せたまちづくりが多くの自治体で行われております。そ

の地域の特色や諸事情により手厚い支援を行っている自治体もございます。本町の大豆による

６次産業化事業の推進では、まず付加価値の高い大豆の生産、加工品開発、販路開拓を行うた

め三重農商工連携推進ファンド助成金制度を活用し、ミナミ産業株式会社と町内農業法人２社

と町が連携して取り組んでおります。６次産業化の拠点となる施設建設につきましては、ミナ

ミ産業株式会社と町内農業法人２社が新しい法人を立ち上げ、事業主体となっていただくこと

を予定しておりますが、しかしながら多額の費用が必要となることから、運営方法及び建設費

用の調達方法については今後十分協議を行い、支援の必要性が生じましたら議員の皆様にもご

相談させていただきたいと思っておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   参事から答弁をいただきました。ナナホマレについては栄養

的なものも大変よいということでした。東員町としてナナホマレを大々的にやろうという意気

込みはわかります。その意気込みのために町の大豆ナナホマレという形で田んぼに看板でも立

てていただいて、町民から見えるようにアピールをしていただきたい。そうすることによって

町民の協力もあるし、販路拡大にも繋がるというふうに思いますが、そのあたりが１点と、ナ

ナホマレは先ほども言いましたように、栄養面から非常によい健康活躍のまちとして連携する

課とコラボして共同研究なり、製品への解決への取り組みを強化すべきですが、そのあたりに

ついてお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   門脇総務部参事。 

○総務部参事（門脇 郁夫君）   お答えいたします。確かに今東員町で栽培されておりま

すフクユタカとナナホマレ、どの田んぼでナナホマレが作られているのかというのがわからな

い状況でございますので、今後この大豆による６次産業化事業の推進に向け、そういった圃場

についてもナナホマレ実証圃場というような看板設置を考えてまいりたいと思っております。 

 それともう１点、健康に対する取り組みでございますが、当然大豆はもともと健康によい食

品であるということで様々なバリエーションの加工品が販売されております。これよりも私ど



もがこれから行う加工品開発というのは、更に機能性の高い大豆製品でありますので、このこ

とを町民の皆さんにしっかりとＰＲして消費拡大に繋げていこうと思いますので、関係する課

とはこれから連携を密に取り進めてまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   ぜひ看板を立てて、東員町のナナホマレを大いにＰＲしてい

ただきたいというふうに思います。健康活躍のまちとナナホマレがコラボしていくということ

ですので、これは先ほど来お話が出ている６つの施策の大きな１つの施策ですので、きちっと

課といろんな形で真剣に取り組んでいただいて、本当に東員町のナナホマレ、高くても買いま

す、この豆腐を買います、食べます、そういう方向性になって、町民が喜ぶような開発を進め

ていただきたいというふうに思います。 

 この新産業と併せて喜び農業、昨日もそういうお話がありましたけど、ブルーベリーとぶど

うはこの４月から民間業者に委託されました。昨年は三和保育園や幼稚園の子どもたちが摘み

取りをして大変喜ばれましたが、今年の収穫量、そしてどんな体制で取り組んでいますかとい

うことは昨日、２名の若い方に委託いたしました。じゃあこの農園は民間業者とどのような契

約を結んでいらっしゃるのか、そのあたりをお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   門脇総務部参事。 

○総務部参事（門脇 郁夫君）   ぶどう、ブルーベリーにつきましては、昨年一定の効果

を得ることができましたので、本年度から町内の若手を中心とする法人に移行し、栽培方法で

あるとか病害虫の防御というところで引き継ぎを行いながら、来年度から本格的に取り組んで

いただくということで、まだ現在この法人と契約はしていません。今後契約する段階に入って

いきます。以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   来年度からというのは平成３１年度という形で理解するので

しょうか。今年度は事業内容の継続とか、いろいろな助言を含めて行政が若干助けている、現

実にひとり立ちして町と契約を結ぶというのは平成３１年度という形で理解すればよろしいで

しょうか。 

○議長（島田 正彦君）   門脇総務部参事。 

○総務部参事（門脇 郁夫君）   お答えいたします。どういった形での契約になるかとい

うのは今ちょっと考えてますが、委託になるのか、それとも施設の使用賃貸という形になるの

かということでございますが、いずれにしても今年度中にその辺のことをまとめさせていただ

いて、３１年４月からは契約に基づいたぶどう、ブルーベリーの実証圃場の引き継ぎというこ

とでございます。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   ３１年度からどういう契約の内容かは別として、きちっと法

人と約束を結んでいきたいということを今参事が答弁されました。やはり今まで喜び農業を初

め、一定成果がありながらなかなか町民の皆さんにきちっとした報告ができなかったという事



実がございます。ですからぜひこのブルーベリー、ぶどう、こういうふうな形になりました。

今後こういう形になっていきますという形できちっと町民の皆さんにＰＲも含めて経過報告、

情報提供、これは情報提供については先ほど来駅前開発の件でもございました。しっかりと町

民の皆さんに情報提供していただいて、本当に町民と行政が一体になってまちづくりを進めて

いく、そんな東員町であることを願って、本日の一般質問といたします。ありがとうございま

した。 

 


