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○議長（島田 正彦君）   ただいまの出席議員は１４名であります。 

 休憩前に引き続き、一般質問を行います。 

 ６番、大谷勝治議員。 

○６番（大谷 勝治君）   今日、２番バッターということで頑張りたいというふ

うに思います。 

 昨日、フレイルの研修ということでさせていただきました。担当課の人、一生懸命

やってもらって本当に申し訳なかったです。あと、町長がやっているスマート脳ドッ

ク、あれもスマホに時々情報が流れてくるのでいいなと思って見ています。 

 じゃあ一般質問に移っていきます。質問事項１番目、帯状疱疹のワクチンの公費助

成について。２番目、中部公園の活用について。３番目、第一中学校移転に係る資金

調達についてをお伺いします。 

 東員町では、令和３年度より第６次東員町総合計画が始まりました。計画の骨子は

健康活躍のまちづくりです。ただ、将来を取り巻く大きな課題、人口減少、急速な高

齢化、今まさに高齢社会です。少子化の問題、そして成長社会から縮小社会への転向、

転換。地球の維持可能性など近年ずっと言われているこれらの課題が蓄積されたまま

であります。東員町としてもそれらの課題について、この後１０年間、「共生社会で

まちを創る」「新しい時代への変革」「スマートに充実する」「稼ぐ」「未来をデザ

インする」という５つの考え方を進めています。基本構想はかけがえのない健康を一

番に取り上げています。健康であれば、たとえ高齢社会であっても、どんなときでも

乗り越えられるという、私もそういう確信はしています。 

 しかし、健康であっても抑えきれない新型コロナウイルス、あるいはインフルエン

ザ、その他２０種類に及ぶワクチンを必要とするウイルス感染症があります。そこで、

公費助成として、他の自治体では帯状疱疹ワクチン接種が行われております。高齢化

社会、健康活躍のまち東員として、公費助成はどのようでしょうか。お伺いいたしま

す。 

○議長（島田 正彦君）   中川 賢健康長寿課長。 

○健康長寿課長（中川  賢君）   それでは、大谷議員のご質問にお答えいたし

ます。 

 帯状疱疹は、過去に水痘、いわゆる水ぼうそうになった際に感染し、神経に潜伏し

ていた水痘ウイルスが再び活性化し、皮膚に痛みを伴う水疱が生じる病気です。加齢

や過労、糖尿病など、免疫が低下することにより発症し、５０歳ごろから発症のリス

クが高くなり、８０歳までにおよそ３分の１の人が経験するとされる感染症と言われ
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ております。さらにこの１０年で２０歳から４０歳代の発症率も増加傾向にあると言

われております。過去に一度感染して免疫のある人は、その後の自然感染によって免

疫が増強される効果が得られるとされています。 

 しかし、人口構成の高齢化や１歳以上３歳未満の子どもを対象とした水痘ワクチン

の定期接種化に伴い、水痘患者との接触機会が減少しています。これらの状況から水

痘ウイルスに再びさらされる機会が減ったことで、その効果が弱まり、結果として患

者数が増加している原因の一つと考えられています。 

 ワクチン接種を行うことにより、病気に対しての免疫力が高められ、発症や重症化

を抑えることができることから、予防接種の意義は大きいと認識しております。 

 しかしながら、帯状疱疹ワクチンは、平成２８年に５０歳以上を適用年齢として承

認され、現在使用されておりますが、予防接種法に基づく国が接種を勧奨している定

期接種とは異なる任意接種であり、一定の効果はあるものの、接種後に注射部位の腫

れや痛み、全身の倦怠感などの副反応が出る場合もあるとされております。 

 帯状疱疹ワクチンについては、国の厚生科学審議会において、効果の持続性や発症

頻度などから安全性などについて慎重に議論が行われ、定期接種化に向けた検討がさ

れているところでございます。 

 本町といたしましては、帯状疱疹ワクチンの助成については、国の動向を踏まえた

上で検討してまいりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（島田 正彦君）   大谷勝治議員。 

○６番（大谷 勝治君）   答弁ありがとうございました。そういう定期接種では

なく、あるいは任意接種であるということは私も重々存じております。ただ、我が町

というか、高齢化になってきております。それで私のところと同じような町で２万６，

０００人規模のそういう町であっても、これを一部助成しているところもあるわけで

す。だからそういうところもある。もしくは、私のところのように高齢化がますます

進んでいくことについては、ここにお示しのように５０歳からということで、７０過

ぎには発症してくるだろうと、３分の１ぐらいはそうなってくるだろうという目安が

ある場合は、やはりそれを先手を打って、コロナワクチンではないんですけど、考え

て行く必要があるというふうに思いますので、そういう部会があったら、なおかつ判

断を早めてもらいたいというふうに思っていますので、そこら辺の確認をもう一度お

願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   中川 賢健康長寿課長。 

○健康長寿課長（中川  賢君）   お答えさせていただきます。確かにこの帯状
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疱疹ワクチン、補助している市町村もございます。三重県内では１か所もございませ

ん。全国でも助成している自治体もありますが、多くの自治体はまだ補助していない

状況でございます。先ほどの答弁でも申したとおり、やはり副反応であるとか、安全

性、それからその効果性、これがしっかり国の方で検証されて、本町においても必要

と判断した際は導入してまいりたいと思いますので、慎重に検討してまいりますので

よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   大谷勝治議員。 

○６番（大谷 勝治君）   ありがとうございました。そういう状態というのはわ

かっていますので、また今後、皆さんとお話し合いをしまして、いい方向になっても

らいたいと思います。答弁は結構です。 

 それでは次に移って参ります。２番目の中部公園の活用についてを質問させていた

だきます。 

 中部公園の一部を水に親しむ場所としてはどうですかという提案をさせていただき

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   中村幹人建設課長。 

○建設課長（中村 幹人君）   大谷議員のご質問にお答えさせていただきます。 

 中部公園は自然と豊かな水辺環境の中で人と水がふれあい人々の交流の拠点と自然

体験の広場として平成１６年１１月に開園いたしております。 

 公園は小さなお子さんの家族連れの方から高齢者の方まで町内をはじめ町外からも

多くの方々にご利用いただいております。中部公園内の水に親しむ場所についてでご

ざいますが、公園内には戸上川が流れており、公園内から子どもでも容易に入れるよ

うなつくりになっております。夏場には多くの子どもたちでにぎわっており、現状で

も水辺に親しむ環境は十分整っていると考えておるところでございます。よろしくご

理解賜りたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   大谷勝治議員。 

○６番（大谷 勝治君）   本来ならば、先ほど答弁してもらったように、次の中

部公園の話もという話ではあると思うんですけども、今回は一度切らせてもらいまし

た。 

 この水に親しむ場所として、どのような使い方を想定していますか。また、戸上川

の水と地下水などあると思うんですけど、そういう環境を少しお教えください。お願

いします。 

○議長（島田 正彦君）   中村幹人建設課長。 
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○建設課長（中村 幹人君）   現在、戸上川を使って、子どもたちが夏場に水遊

びをされたりしておるというのが現状でございまして、新たにどういった活用をして

いくかというのは、もう自然に子どもたちが活用される方向を見守っていき、危険な

ことがあれば危険なことを取り除いていくような整備等もしていかなきゃならないか

なというふうに考えてございます。 

 地下水というご質問をいただきましたけれども、地下水を活用して中部公園内に小

川が流れるような形態になってございます。これにつきましては、春から夏にかけて

地下水をくみ上げて、水を流しておるところでございますけれども、こちらにつきま

しても、小さな子どもさんであれば危険もございませんので、こちらで遊んでいただ

くことも可能かというふうに考えておるところでございます。 

○議長（島田 正彦君）   大谷勝治議員。 

○６番（大谷 勝治君）   ありがとうございます。水に親しむというところは、

ようけは場所はないということなのですけども、東員町としては、そういう場所を用

意されているということは非常にありがたいということを思います。 

 それで、戸上川の水と、今言いましたように地下水、井戸の水だと思うんですけど

も、こういうものを使いながら自由に使えるんだということでよろしいんでしょうか。

認識は。確認は。 

○議長（島田 正彦君）   中村幹人建設課長。 

○建設課長（中村 幹人君）   はい。特に規制もしておりませんので、自由に使

っていただいて結構かと思います。 

○議長（島田 正彦君）   大谷勝治議員。 

○６番（大谷 勝治君）   今年の９月か６月の一般質問では、プールの代替では

ないんですけど、代替えとするのではないような、そういった捉え方ということで答

弁をいただいたこともあります。子どもたちにとっては、近くに水辺があることによ

って、健康的な水遊びができる場所、公園の自然と相まって、より一層中部公園を子

どもたちの健康的な広場になっていくように願っております。使えるんだということ

で私もほっとしました。ありがとうございます。 

 次に移っていきたいと思います。中部公園のことが続きますけども、先般、たばこ

のことでいろいろとそういう話が出たときに、中部公園には灰皿があるんだというこ

とと、今、２０２０年、分煙ということで、青少年に副流煙を吸わせたくないという

ことで、そういうものができてきたわけですけども、その件についてをお尋ねします。 

 現在の状況を教えてください。お願いします。 
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○議長（島田 正彦君）   中村幹人建設課長。 

○建設課長（中村 幹人君）   中部公園内の喫煙の状況でございますけれども、

屋外における喫煙につきましては、健康増進法におきまして望まない受動喫煙を生じ

させないということが、周囲の状況等を配慮するということが定められておるところ

でございます。 

 現在、公園内におきましては、管理棟の北側におきまして、喫煙所を設けさせてい

ただいてございます。ただ、公園につきましては、小さなお子さんが自由に遊んだり

する施設でございますので、受動喫煙防止について気を付けていかなければならない

というふうに考えております。 

 また、たばこの不始末によりまして、ポイ捨てなどによって火災の発生原因になる

おそれもございますことから、今後、公園内を禁煙にする方向で検討させていただき

たいというふうに考えております。 

○議長（島田 正彦君）   大谷勝治議員。 

○６番（大谷 勝治君）   答弁ありがとうございます。先ほど言われたように、

喫煙場所、これをなくしていこうということだったように思います。というのは、灰

皿の撤去から始まってということで、これは先ほどから言っているように、健康活躍

の町の一環のものなのかなというふうにちらっと思いました。そういうことで、灰皿

撤去まで考えてなかったので、ちょっとびっくりしました。 

 この制度は、受動喫煙を防ぐために喫煙する場所と喫煙しない場所をより一層はっ

きりさせて、例えば屋外だと、喫煙エリアなど決まった場所を囲う中で喫煙できるス

ペースが設けてあり、たばこを吸っていない非喫煙者に対して悪影響を及ぼす受動喫

煙を防ぐために提示という、そういう一つの公園の関りがあるわけですけども、先ほ

ど言われたように、中部公園については、たばこを吸う場所をなくすという受け止め

でよろしいでしょうか。お願いします。 

○議長（島田 正彦君）   中村幹人建設課長。 

○建設課長（中村 幹人君）   公園内を禁煙ということでございますので、灰皿

を撤去させていただきたいというふうに考えておるところでございます。 

○議長（島田 正彦君）   大谷勝治議員。 

○６番（大谷 勝治君）   それはやっぱり子どもの遊び場、すごく子どもたちが

いるので、当然そのような流れになってくるとは思うんですけども、そういう喫煙場

所がなくなるということについて、いつからどのような形になるのかというのを、ど

ういう形で考えてみえるのかというのをお聞きします。よろしいですか。お願いしま
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す。 

○議長（島田 正彦君）   中村幹人建設課長。 

○建設課長（中村 幹人君）   禁煙にする時期でございますけども、現在、灰皿

も設置をしておるんですけれども、突然というわけにはなかなかいかないと思います

ので、周知期間を少し設けさせていただいて、撤去をさせていただきたいというふう

に考えております。 

○議長（島田 正彦君）   大谷勝治議員。 

○６番（大谷 勝治君）   これからまた考えていくということでよろしいですね。

そして、受動喫煙をなくすために、遊び場についてはタバコは吸わないよ、吸わない

でねという話でいいとは思うんですけども、先ほど言ったように、いつからいつまで、

そういう日にちとか、看板とか、そういうものを明記できるようにしておいてほしい

というふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   答弁はいいですか。 

○６番（大谷 勝治君）   これで結構です。 

 それでは、３番目の第一中学校移転に係る資金調達の方法についてというので、こ

れは三宅議員がおっしゃっておられたことなんですけども、私はその中で、移転その

ものについてクラウドファンディングなどの手法はどうなんですかというのを今回聞

きたいので、よろしくお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   小川裕之副町長。 

○副町長（小川 裕之君）   大谷議員のご質問にお答えいたします。 

 先ほどの三宅議員のご質問で答弁させていただきましたとおり、新しい、新・東員

第一中学校の建設事業費は、約５０億円弱と試算しております。事業費の財源の多く

は、地方債、公共施設整備基金を充当することになります。その対応として、まずは

しっかりと財政計画を立てて、財源確保に向けて取り組むことが大切であると考えて

おります。その上で、事業費の財源の一部として、寄附や企業版ふるさと納税などを

募ることを検討しておるところでございます。 

 お尋ねのクラウドファンディングにつきましては、特定のプロジェクトを実施する

ために、主としてインターネットを通じて、不特定多数の人々から資金調達する仕組

みでございます。これまでのクラウドファンディングについての検討状況としまして

は、庁内におきまして、クラウドファンディングに関する基本的な考え方や実施手順

をまとめたところでございます。それで、全国の他の事例を見てみますと、災害被災

者への復興応援支援や、イベント、ソフト事業への寄附実績は多く見られるものの、
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今回のような大規模な公共施設の財源として、クラウドファンディングを利用するこ

とはなく、本事業の財源調達方法としては、あまりそぐわないものではないかという

ふうに考えているところでございます。 

 それよりも、町民の皆様をはじめ、町外、県外に在住する東員第一中学校の出身者

など、幅広く建設事業にご賛同いただける方からの支援を募ることの方がより効果的

ではないかと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   大谷勝治議員。 

○６番（大谷 勝治君）   答弁ありがとうございました。そのように町内外に東

員町の先輩諸氏方がいて、その人たちに支援を募るということだと思うんです。それ

ってふるさと納税の手法に非常によく似ていると思うんですが、ふるさと納税の初め

てのやつは、なぜこういう状態を作ったかというと、例えば東員町で一生懸命親御さ

んがそうした子どもたちが地方へ出ていくと、要するに東京に出たり、いろんなこと

で立身出世をされている方、そういう人もみえるわけですね。そういう人たちから、

東員町は一中を建て替えるんだということについて、ふるさと納税はいかがですかと

いうことになるのか、先ほど副町長が言ったように、町民の皆さんはどうですかとい

うことを、２種類あると思うんですけども、ふるさと納税の趣旨というのは、そもそ

もそういうことから始まっているので、まず一つ聞きたいのは、ふるさと納税を使わ

ないのか、使うのかというのを確認したいです。お願いします。 

○議長（島田 正彦君）   小川裕之副町長。 

○副町長（小川 裕之君）   ふるさと納税に関することをご答弁申し上げます。 

 先ほどおっしゃったとおり、ふるさと納税のそもそもの趣旨は、その住み慣れたと

ころから、その他の都市とか県へ出ていった方から、ふるさとを応援するためにふる

さと納税という制度ができたところでございます。ただ弊害としては、これまでも何

度も申し上げましたように、カタログショッピング的になってきてしまって、ある意

味、本来の趣旨が損なわれているというふうに考えているというところでございます。 

 それで先ほど、ふるさと納税を使わないのかということは、実は新・東員第一中学

校の建設事業基本計画がございまして、その中の１１ページに資金計画という者がご

ざいますので、そこには寄附やふるさと納税など財源の確保を積極的に行っていきま

すというふうに記載してありますように、ふるさと納税についても当然考慮していき

たいというふうに思っているところでございます。 

○議長（島田 正彦君）   大谷勝治議員。 
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○６番（大谷 勝治君）   ありがとうございます。今までふるさと納税は使わな

いよという話がずっと何度かきたわけですけども、ここに至って、そういうものも使

いますよと、そういう資金集めというのは大切なことなので、ぜひそれを進めていっ

てほしいと思います。 

 それで、このクラウドファンディングとか、いろいろなプロジェクトというのを実

施するために、いろんな手法を使うんでしょうけども、これって現在、そういう人た

ちを養成しているということはどうなんですか。 

○議長（島田 正彦君）   岡本幸宏総務課長。 

○総務課長（岡本 幸宏君）   クラウドファンディングの活用についての検討状

況ということになろうかと思うんですけども、昨年、令和２年の１０月に、クラウド

ファンディングを役場内で活用するならば、どういう手順で、どういう目的をもって

というところを取りまとめて、庁舎内の掲示板で募集をいたしたところでございます。

こちらについては、先ほど副町長がおっしゃったように、やはりこの財源があったら

やるよというような流れになってくると思いますので、財源が集まらなかったらやれ

ないという選択肢もあるというようなところがございますので、やっぱりソフト的な

ものとか、イベント的なもの、そういったものに適しているのではないかということ

で取りまとめたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   大谷勝治議員。 

○６番（大谷 勝治君）   いろいろ考えてもらえるというように思うんですけど

も、このクラウドファンディングを、ここに書いてあるように、使うのか、使わない

のか。大規模な公共施設の財源としてクラウドファンディングを利用することはない、

こういうふうに書いていますけども、そんなことを言っている場合なのかなとちらっ

と思ったんですよね。三宅議員もいろいろ聞いておられて、私もそこで聞いておりま

したけども、企業版ふるさと納税とか、たくさんあるんですけども、そういうものも

使ってやっていくということなのか、これとこれはやるけども、これはやらないとい

うのを教えてもらうと、今後のそういう資金調達とか、そういうの私らの目に見える

のでお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   岡本幸宏総務課長。 

○総務課長（岡本 幸宏君）   この中学校の財源を確保するためには、不特定多

数の方にインターネット上で寄付を募るクラウドファンディングという方法は使わな

いということでございます。 
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○議長（島田 正彦君）   大谷勝治議員。 

○６番（大谷 勝治君）   でも去年の１０月、先ほど言われたように、１０月に

そういうものも含めて検討したんだよということなんだけど、今の答弁でいうと、そ

ういうのが財源調達としては使わないというふうに理解してよろしいですか。 

○議長（島田 正彦君）   小川裕之副町長。 

○副町長（小川 裕之君）   再度答弁申し上げます。昨年、庁内でまとめたクラ

ウドファンディングは、基本的には特定のプロジェクト、先ほど岡本総務課長が言わ

れたようなイベントとか、そういったものを考えておりまして、先ほどから申し上げ

ていますように、この大きな公共施設の建設事業については使わないということでご

理解いただきたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   大谷勝治議員。 

○６番（大谷 勝治君）   先ほどちょっと言わさせてもらったんですけども、地

方債を使うんだよということが書いてあるんですけども、この地方債というのは、い

くらぐらい使われるわけですか。どういう部分で使えるわけですか。 

○議長（島田 正彦君）   小山 均財政課長。 

○財政課長（小山  均君）   まず地方債といいますのは、基本的にはその投資

事業に対しての地方債の発行というのが許されておりますので、原則的にはソフト事

業には該当しないというところでございます。また、その地方債に充てられる額とい

うものも事業費に対していくらかという割合が決められておりますので、事業費が確

定してまいりますと、その事業割合に最大限額充当させていただくという形になろう

かというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   大谷勝治議員。 

○６番（大谷 勝治君）   大体分かってきました。三宅議員の質問より、試算と

しては５０億円弱と計算しておりますということで、事業費の財源には地方債を充て

ていくんだよと、もう一つは公共施設整備基金を充当していくんだよということにつ

きましては、これは借金になるわけ。それだけはっきり言っておいてほしいんですけ

ど。 

○議長（島田 正彦君）   小山 均財政課長。 

○財政課長（小山  均君）   基金につきましては、端的に申し上げますと、こ

れはいわゆる一般財源から貯金した、貯金して積み立てたものを活用させていただく

ということになります。 
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 地方債が借金かと申し上げると、これも端的で借金ということ。いわゆる後年度に

負担を残すという形になると思います。 

○議長（島田 正彦君）   大谷勝治議員。 

○６番（大谷 勝治君）   起債の発行と、こういうことになろうと思いますけど

も、ここでしつこいようですけども、東員町が出せる金額というのは一体いくらなん

ですか。 

○議長（島田 正彦君）   小川裕之副町長。 

○副町長（小川 裕之君）   全体の事業費のことだと思いますけども、先ほどか

ら三宅議員のご質問にもお答えさせてもらったとおり、現在の試算では約５０億円弱

というふうに考えておるところでございます。 

○議長（島田 正彦君）   大谷勝治議員。 

○６番（大谷 勝治君）   私の聞きたいのは、東員町が一体いくら今出せるんで

すかという質問ですけども。 

○議長（島田 正彦君）   小川裕之副町長。 

○副町長（小川 裕之君）   東員町が出せる額という意味がいま一つ理解できな

いところがあるんですけども、これに５０億円弱必要であれば、これは出すしかない。

出し方としては、地方債もあるし基金もあるし、いろんな寄附もあるということでご

ざいます。 

○議長（島田 正彦君）   大谷勝治議員。 

○６番（大谷 勝治君）   起債をそういうものに充てながら、今、中学校問題と

いうのをやっていくわけですけども、借金は残るんですよね。そしてまたそれを返済

する、そういうこともこれから出てくると思うんです。だから地方債と公共施設整備

基金、これだけで乗り切ろうということは難しいのかなと私は思ったので、それで例

えばクラウドファンディングであったり、ふるさと納税であったりということで、そ

ういうことをやっていったほうが私はいいと思うんですよ。何も未来に借財を残さな

いという考えに立てば、今、財源調達としてもしあるんだったら、それをみんなで考

えてやっていくべきかなと思います。寄附しかないんだということ、寄附でそんなに

たくさん集まるのかということと、ここに書いてあるような企業版ふるさと納税を募

集すると、こういうことを書いてあるので、そこら辺はちゃんと固まったときに教え

てほしいというふうに思います。今は、町長が言っているように、こういう大きな問

題というのは、町民とみんなで考えていく、そしてこれどうしていこうかということ

で借財を残さない、そういうことだと思うんですけど、町長の意見はどうでしょうか。 
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○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   起債というのは、今の人だけが使うのではなくて、後

年の人もずっと使っていくということで起債をして、負担を分散させる。使った人が

平等に、できるだけ平等に使っていくということの趣旨で起債というのがあるんです

ね。だから、今作るから、今の人が今いる人が全部払うのではなくて、後々使う人も

払うということでこの起債という制度があるわけです。この制度のご理解をまずいた

だきたいというふうに思います。 

 それから、さりとて借金は借金ですから、できるだけ少ない方がいいというのはあ

ります。ですから、いろいろな方法を駆使して、できるだけ資金調達をしていくとい

うのは、今、我々の務めだというふうに思っておりますので、この負担というのは今

の人だけが負うべきものではないということだけはご理解をいただきたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   大谷勝治議員。 

○６番（大谷 勝治君）   ありがとうございました。様々な思いを持っておると

いうふうに思います。私はこのために新たに起債をするということについては、他の

借財もあると思うんですけども、そこら辺の兼ね合いがあると思うので、なるだけ将

来に借財を残さないようなやり方、起債は分かりますよ、私も昔おりましたので、だ

けど、儲かるところがない。町長、町が儲けるというものはあるのか、ないのかとい

うのはちょっと考えましてね。それでふるさと納税にしても渡すものがない。それは

こういう日常的問題だというふうに思いますので、ぜひ稼げるものというのを、町長

が先頭に立ちましてやっていってほしいと思いますので、そこら辺を一言お願いいた

します。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   ちょっと反問ですけど、議長、趣旨が分からないので。 

○議長（島田 正彦君）   もう一度、明確に、質問の内容を明確にしてください。 

○６番（大谷 勝治君）   答弁者は副町長だと思っているので、申し訳なかった

けど、今、町長も答弁されていたので、私の質問は、最初からクラウドファンディン

グを利用したらどうですかという質問なんですよ。それに対して、ここに書かれてい

るところは、申し訳ないですけど、クラウドファンディングについて検討しましたが

ということで云々と書いて、実施手段、手順等をまとめたところでございますという

ことで、もやもやっと消えていってしまうので、だったら一言、これに代わるような、

クラウドファンディングに代わるような、そういった、例えば、特定のプロジェクト

を作ってどうのこうのと書いてありますけど、例えば、そういうものを使わずに資金
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調達ができるんだったら、どんな方法がありますかということを町長に、それは町長

が言っているように稼げる農業という、農業なのか、稼げる町ということになってく

ると、こういうことで稼げますよ、だからクラウドファンディングを使わないんだと

いうものを期待しておったので、そこら辺をよろしくお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   稼げるまちづくりと、この資金調達とは全く違うもの

だというふうに認識しております。 

 それと、クラウドファンディングにつきましては、この事業については使わないと

いうのは、使えないと考えていただいた方がいいと思います。ですから、クラウドフ

ァンディングは使えません。 

 それから、資金調達については、先ほど副町長からもお話させていただいたように、

いろいろな手法の中で寄附を募ったり、ふるさと納税を募ったり、企業版ふるさと納

税を募ったり、そういうことも含めて、いろいろな方法を考えていくということでご

ざいますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   大谷勝治議員。 

○６番（大谷 勝治君）   しつこいようですけど、ふるさと納税も多少使うとい

うような話だったので、だったら、ふるさと納税を使いますよと言ってくれればそれ

で済むことなんですけども、なかなかそれを言いにくいのかどうなのかちょっと分か

りませんけど。 

○議長（島田 正彦君）   先ほどからそれは答弁されていますのでご理解くださ

い。 

○６番（大谷 勝治君）   私の見解としては、企業版のクラウドファンディング

だとか、普通のクラウドファンディング、ふるさと納税のようなものを使うというこ

とでよろしいですか。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   何度も申し上げておりますように、クラウドファンデ

ィングは使いません。それから、ふるさと納税はそういう趣旨、本来の趣旨に合って

いますから、今回は使うということで、その他いろいろ調達をさせていただきます。

ふるさと納税は使わないとは言っていません。副町長も使いますとはっきり申し上げ

ております。 

○議長（島田 正彦君）   大谷勝治議員。 

○６番（大谷 勝治君）   ありがとうございました。ふるさと納税は使うという



13 

ことで、前回のところでは使わないというふうにお答えをしておったので、今日は確

かめてみました。 

 ということで、私の質問はこれで終わります。ありがとうございました。 

 


