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○議長（島田 正彦君）   日程第１「一般質問」を行います。 

 ここで皆様にお願いをしておきます。議員、執行者側とも発言は簡潔明瞭に願いま

す。 

 順番に発言を許します。 

 １０番、南部 豊議員。 

○１０番（南部  豊君）   おはようございます。マスクを取って質問をさせて

いただきたいと思います。 

 令和３年１２月定例会、２日目、トップバッターとして質問をさせていただきます

南部 豊でございます。執行部の皆様には明快なる答弁をお願いしたいと思います。 

 新型コロナウイルス感染症の戦いが減少する中、第６波が懸念されています。皆様

もご承知のオミクロンと呼ばれている新変異株に世界が対応を迫られている現実があ

ります。東員町の皆様には長期にわたり大変なご苦労とご心配をおかけしております

が、私たち東員町議会議員一同、国や県からの指示に対し、行政と議会が一丸となり、

新型コロナウイルス感染症対策の執行に努めてまいります。そして、日本政府の皆様

には、水際対策など、しっかりとした対応を期待するところでございます。 

 それでは、質問に入らせていただきます。 

 東員町の政策や課題は、取組、多種多様にわたっていますが、私の１２月議会の質

問は、農業政策にしぼってお伺いしたいと思います。 

 それでは１点目、東員町の農業は稲作を主とし、麦・大豆栽培がなされていますが、

その将来展望について。 

 ２点目、農業経営基盤の強化促進に関する進捗状況について、この２点をお伺いい

たしたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   石垣正紀産業課長。 

○産業課長（石垣正紀君）   本町の農業経営に係る将来展望についての質問にお

答えします。 

 本町の農業は、稲作を中心として、担い手による麦・大豆の作付けが定着し、団地

化とブロックローテーションによる栽培が確立されております。その経営の多くは、

家族経営の担い手が多数を占めている状況でございます。そのため、水田における土

地利用型農業を活性化させ、消費者のニーズに対応した米・麦・大豆の品質向上を目

指すため、国の経営所得安定対策などの事業を活用した新規需要米や麦、大豆の栽培

を推進し、意欲のある農業者が農業を継続できる環境整備など、担い手の育成や地域

の実情に即した効率的な土地利用を図っています。 
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 現在、本町の農業の代表者などで組織する地域農業再生協議会や農業委員会、農協

などの関係機関と行政とが一体となって、農業者や地区・集落の自主性と創意工夫に

よりまして水田農業改革の取組を推進しています。 

 課題といたしましては、農業従事者の高齢化、後継者不足がありまして、その解消

に向け、新規就農者の確保として、集落営農組織への参加等、就農希望者への支援を

念頭に新たな農業振興策を検討する必要があり「人・農地プラン」を推進していると

ころでございます。 

 この「人・農地プラン」とは、水田農業の将来の担い手となる認定農業者及び集落

営農組織などの育成を図るとともに、作業委託及び利用権の設定等により安定した規

模確保・拡大と経営確立を図ることを前提としております。集落全体で地域農業の在

り方について話し合いを行い、地域の事情に応じ最もふさわしい方法を基に、中心と

なる経営体を定め、農地の集積、経営の複合化等のプラン作成を行います。このプラ

ンを作成しますと、若者の就農意欲を喚起するとともに、就農後の定着を図るための

給付金などが活用でき、後継者の育成についても地域全体で支援できるものと考えて

おります。 

 いずれにいたしましても、これからの農業は「稼げる農業」をしっかりと実現させ

ることが肝要であり、現在、第１弾として取り組んでいる「マメマチプロジェクト」

もその一環でありますが、こうしたことがＳＤＧｓの精神にも合致しており、持続可

能な農業経営に繋がるものと確信しております。 

 次に、農業経営基盤強化促進に関するご質問でございます。農業経営基盤強化促進

法により県が作成する基本方針に基づき、町が基本構想を定めております。 

 この基本構想は、町内の各地域において育成すべき効率的で安定的な農業経営の指

標や、農業経営者に対する農用地の利用集積目標、経営改善を図ろうとする農業経営

者への支援などについて総合的に定める計画となっております。 

 現在の進捗状況でございますが、担い手などへの集積については、町内の農地の約

８５％となっておりまして、県が令和１１年度に達成するとして定めた目標が７０％

であるため、本町の集積率は大きく上回っている状況であります。 

 しかし、農地の集積は進んでいるものの、集約が進んでいないことから、農作業の

作業効率が悪く、規模拡大の支障となっています。 

 今後は、引き続き、担い手などへの集積を推進するとともに、先ほどの「人・農地

プラン」の策定を推進し、農地の集約化を図ることで、さらなる農業振興に向けて取

り組んで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申し
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上げます。 

○議長（島田 正彦君）   南部 豊議員。 

○１０番（南部  豊君）   答弁をいただきました。１点目の将来展望について

再度お伺いしたいと思います。 

 ただいま答弁をいただきました内容は、課題として担い手育成や人・農地プランの

推進、稼げる農業をしっかり実現していくためのマメマチプロジェクトもその一環で

あるというような答弁であったと思います。 

 この農業問題というのは、農業に関わっている方にも非常に分かりにくく、関わっ

て見えない方には全く分かりにくい部分もあったのではないかなと思っております。 

 そこでお伺いします。現時点での耕作作付面積と耕作放棄地面積、農業従事者件数、

できれば担い手と農業法人さんの数もお教えいただいたらと思います。伺います。 

○議長（島田 正彦君）   石垣正紀産業課長。 

○産業課長（石垣正紀君）   現時点での経営面積と耕作放棄地の関係でございま

す。お答えします。 

 経営面積については、町全体では６８７ｈａありますけども、その中で経営面積の

作付面積というのは５３８．６ｈａございます。 

 そのうち、遊休農地の面積ですけども、９．４ｈａございます。割合にしますと１．

７％ほどの割合となっております。 

 また、農業従事者件数ということでご質問があった件なんですけども、こちらにつ

いては、センサスなどの数字から言いますと、全体では２６１人ということになって

いますけど、これはちょっと古いですので、多少これから減少しているものと思われ

ます。また、担い手、農業者の組織というのは今、３０組織ございます。そのうち個

人では２３経営体、法人では７の経営体が町内で活躍をしていただいています。 

 その年齢の関係ですけども、個人の経営体ですと約６５歳平均になるかと思います。

あと法人ですと、これは代表者の年齢等を加味しての平均になりますけども、６６．

１歳という状況でございます。 

 以上です。 

○議長（島田 正彦君）   南部 豊議員。 

○１０番（南部  豊君）   答弁をいただきました。私の記憶なんですが、５年

ほど前だったと思いますが、農家総件数は４００件ぐらいあったというふうに記憶し

ています。現在は２６１件、もう少し減少しているのではないかという答弁だったと

思います。 
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 年々減少傾向にあることは否めないことかなと思いますが、農業経営として、経営

面積と一反当たりの売り上げ目標はどの程度としているのかお伺いしたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   石垣正紀産業課長。 

○産業課長（石垣正紀君）   一反当たりの売り上げ目標ということでご質問をい

ただきました。一反というのは１，０００㎡になるわけですけども、こういったもの

の目標というのは、県も町もそうですけども、経営体が異なりますので定めているも

のはございません。 

 ただ、目標として掲げているのは、農業を他の産業と均衡するということで目標を

定めておりまして、それには労働時間と所得というものを２つ目標に掲げております。 

 この労働時間というのは、年間１，８００時間程度、それと所得については一人当

たり４００万円という目標を定めております。 

 以上です。 

○議長（島田 正彦君）   南部 豊議員。 

○１０番（南部  豊君）   ありがとうございます。一人当たりの年間総労働時

間が１，８００時間、４００万円程度を目標としているというようなことですが、前

回行政の方から頂きましたこの基本構想、これは２２ページにわたっております。こ

の中にもデータとして入っていますが、果たして、何人の人たちがこの目標に向かっ

て達成できるのか、また近づけることができるのか、とても私はイメージができませ

ん。相当ハードルが高い目標ではないかなというふうに思っています。しかしながら、

そういう目標で進むということですので、そこは期待していきたいと思います。 

 ２点目の質問に入らせていただきます。農業経営基盤の強化・促進に関する進捗状

況についてですが、この基本構想の目標設定、どのように設定されているのかお伺い

します。 

○議長（島田 正彦君）   石垣正紀産業課長。 

○産業課長（石垣正紀君）   基本構想の目標設定についてお答えいたします。こ

の構想については、先ほどの答弁でも申し上げましたけども、県の指針、方針がござ

います。その方針を基に、町の構想を定めているという者になっております。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   南部 豊議員。 

○１０番（南部  豊君）   県は当然、東員町の農業形態とか、そういうその構

想になっているのか、東員町の第６次総合計画と合いまった基本構想となっているの

か、ちょっと疑問もありますが、そこは受け入れて、お伺いしたいのは、新規就農者
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の目標と現状についてお伺いします。 

○議長（島田 正彦君）   石垣正紀産業課長。 

○産業課長（石垣正紀君）   新規就農者についての現状をお答えさせていただき

ます。構想の中では、年間一人という目標を定めているわけでございますけども、今

現状を見てみますと、令和元年度で一人の新規就農者、若い方で就農していただいて

います。令和２年度ではゼロです。でも今の令和３年度については、今、２名相談中

であります。このコロナの状況もあってか分からないんですけども、就農の相談とい

うのは結構増えている状況でございます。 

 以上です。 

○議長（島田 正彦君）   南部 豊議員。 

○１０番（南部  豊君）   この今年度の２名、新規就農者さん、この方たちは

全く東員町に基盤のない、新規でこの取組に参加しようとしてお見えの方でしょうか。

多分、お父さんが、家族で農業をやって見えて、若い方たちがじゃあ私も一遍やって

みようというような形で参加して見えるのかなと、私は思いますが、その点について

はどうでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   石垣正紀産業課長。 

○産業課長（石垣正紀君）   その２名の内訳でございます。今、議員が言われま

すように、１名は家族がそういった形で農業をされて見えて、その後継ぎということ

で新規に就農される方が１名、もう１名については、全くそういった家庭に生まれて

見えない方が１名参加されております。 

 また、先日もちょっと三重テレビの方でも紹介させていただいたんですけども、農

業法人には笹尾の地区からも若い農業者が就農されるというケースも最近出てきてお

りますので、ご報告させていただきます。 

○議長（島田 正彦君）   南部 豊議員。 

○１０番（南部  豊君）   笹尾の方からも興味を持って挑戦していただけると

いうお答えをいただきました。非常にありがたいことかなと思います。 

 この新規就農者さんへの支援策として、どのような支援がありますでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   石垣正紀産業課長。 

○産業課長（石垣正紀君）   支援策についてお答えします。支援策ということで

ありますと、就農までの２年間については研修をするというものが、国の制度で助成

の制度があります。その後、就農されると５年までは、またそれも町も支援するんで

すけど、国の方と一緒に５年間、定着するまでの支援をさせていただく制度がござい
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ます。そして当然就農になりますと、機械・設備等の投資が必要になりますので、そ

ちらの資金借入れなどについても優遇措置がございます。そういった形のものが支援

策となっております。 

 新規就農者の相談等もあるわけなんですけども、そちらは常時、町の方で受付をし

ているのと、あと年に１回ですけども、町の職員と県の職員、あとＪＡの方が協力し

合って、年に１回、相談会というものも実施しております。今年度についても、年を

明けて２月にそういう相談会を実施する予定にしております。 

 以上です。 

○議長（島田 正彦君）   南部 豊議員。 

○１０番（南部  豊君）   そうですね、新規就農者さんにそういったある程度

そういう支援がないことには、やろうと思っていても農業は決してできません。１年

や２年でできるものではないですよね。５年、１０年というスパンでチャレンジして

いただくというようなことになろうかと思います。 

 私はこの新規就農者さんが増加しないことには、地区の農地保全、農地集約事業な

んかは進まないと考えています。東員町の農地中間管理機構との集積状況、この点に

ついてはどのようになっていますでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   石垣正紀産業課長。 

○産業課長（石垣正紀君）   農地中間管理機構の関係でお答えさせていただきま

す。農地中間管理機構につきましては、受け皿の組織として機関がございます。その

機関の利用については、町内の約１０％ほどが今その受け皿を利用されております。

これがなかなか進まないという件については、どうしても賃貸借料とかの支払いがあ

るわけなんですけども、これがお金で支払いがあったりとか、あと物納ということ、

お米で支払いという２種類あるわけなんですけど、やはりこの機構で支払いというの

はお金ではスムーズな支払いができるということでメリットがあるわけですけども、

物納で支払う場合には少しメリットが欠けてしまいますので、なかなか進捗しないと

いう状況になっております。 

 以上です。 

○議長（島田 正彦君）   南部 豊議員。 

○１０番（南部  豊君）   この基本構想の資料をちょっと見てみますと、新規

就農者さんへの目標、これは経営規模、内容、水稲が６．５ｈａ、麦８ｈａ、大豆８

ｈａ、合計２２．５ｈａの経営工作農地を目標としていますが、結構これ大きい面積

になろうかと思いますが、行政として、新規就農者さんにどのようなバックアップと
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か、要は関りですよね。行政としての関り、どのようなことで関わっていくのか、お

伺いしたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   石垣正紀産業課長。 

○産業課長（石垣正紀君）   お答えいたします。新規就農者への面積の増加につ

きましては、やはりなかなか町だけでは新規就農者へ集積することは難しいと思って

います。その中で、農業委員さんであったり、地区の農業者の方にご協力をいただき

ながら、新規就農者への集積を現在進めている状況でございます。 

 以上です。 

○議長（島田 正彦君）   南部 豊議員。 

○１０番（南部  豊君）   そうですね。私はこの農地保全、いわゆる集積事業

の推進、農地集約ができてこそ農地保全だと考えています。この集積に対しては、非

常に難しい問題がありますよね。しかしながら、農地集約には地域の事情、課題も多

く、進まない現実があるかと思いますが、近い将来、行政指導で進めなければいけな

いような時期が来るのではないかなというように思っていますし、やはり地区ででき

なくなった方たちの気持ちを早く行政がくんでいただいて、アンケートなり、そうい

う意向調査などをしてもらって、今後は農家さんがどうしてもできなくなったという、

その農地に対しては、地区でやるのも一つですが、やはり行政が少しそういう窓口を

もって進めていっていただきたいなというふうに考えますし、その時期はそう遠い将

来じゃないと思いますよね。やっぱりそういう声についても、やはり先手先手の手を

打っていただきたい。 

 これは私だけの考えかもしれませんが、今、将来の東員町の農業のイメージ、とて

も大きく変化はないと思います。この１０年先を見ても大きく変化はしないと思いま

す。ただ、１０年先には、今現行の農業経営がやれなくなる農家さん、先ほど、２６

１件という農家さんがまだありますよね。国や政府は大規模農家さんに対しては大き

く支援もしていますし、補助も出しています。個人経営のところにはそういった支援

が受けられない現実がありますよね。農業はやはりお金がかかるんですよ。新規就農

者さんでも、今私が申し上げた、２２ｈａの農地を耕作しようと思うと、当然、いろ

いろな農業機械が必要となってきますよね。私もこの１０年ぐらいで、私はたかだか

３町歩ぐらい、２町半ぐらいの耕作をしていますが、当初としては１，０００万円近

い農機具に対しての投資をしています。それを考えますと、新規の就農者さんにそう

いったお金、基礎的なものがあれば、例えば、私は父親が機械を持っていましたので、

割と比較的うまく移行されたと思いますが、新規就農者さんなんかは、そういったも
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のも全て、例えば中古でそろえても１，０００万円近くかかると思うんです。３０年

ぐらい前は、課長もご存じだと思いますが、私たちは 2 畳植えだとか４畳植えの手押

しの田植え機で田植えをしていました。今はほとんどの方が４畳植え、６畳植え、そ

ういった乗用タイプの機械で耕作をされています。トラクターに関しても、今はキャ

ビン付きというキャビンの付いたもの、天候に左右されない機械で今はやられている

方がたくさんお見えになります。新規就農者さんのそういったところに対する支援、

やはりこういったものは相当な手厚い支援がないことには、多分、多分ですよ。なか

なか続いていかないと思います。こういったことでも、先ほども言いましたが、大規

模農家さんに対しての支援策はたくさんあります。ただ、そういう新規就農者さんに

対しての支援、先ほどもお伺いしましたが、いろんな支援を今していただいています

し、機械に対しても借入資金の負担だとか、そういったものをしていただいています

が、もう少し具体的に何か支援策があれば、お伺いしたいと思いますが、なかったら

ないで結構でございます。 

○議長（島田 正彦君）   石垣正紀産業課長。 

○産業課長（石垣正紀君）   今の新しい支援策ということでご答弁をさせていた

だきます。今、国の支援策については、やっぱり意欲のある農家さんに対しての農業

支援というのが主流になってきています。当然、南部議員が言われるように、今まで

の小さい農家さんへの補助というのはなくなってきています。ただ、補助金というの

はやはり目標を持って、それに到達するということが補助金の目的になってきますの

で、そういった取組に対して支援していくというものが、これからは必要になってく

ると私も思いますので、そういった取組を、農家の意欲を上げるような補助金の仕組

みを作っていけたらなというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（島田 正彦君）   南部 豊議員。 

○１０番（南部  豊君）   そうですね。ぜひ、東員町独自でも、そういった新

規就農者さん、若い方たちが農業にチャレンジできるような仕組みを、本当に私は期

待していきたいと思います。この点については、今、非常に期待できるような答弁も

頂きましたので、これぐらいにしておきたいと思います。 

 今年は、大豆栽培が始まって以来、気候、天候にも恵まれました。東員町も推奨大

豆のナナホマレやフクユタカにとっても生育条件が非常に良かったと思います。昨日

も、今、収穫して見える方もお見えになりました。今年の収穫見込み、あくまでも見

込みで結構でございますので、お答えいただきたいと思います。 
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○議長（島田 正彦君）   石垣正紀産業課長。 

○産業課長（石垣正紀君）   大豆についてのお答えをさせていただきます。ナナ

ホマレについては、現段階で収穫までの作業が終了いたしております。今年度は大変

天候にも恵まれまして、過去の経験を栽培方法に活かした点や、また有名な農機具メ

ーカーの方にも一部ご協力をいただきまして、同時期で収穫したフクユタカ並みの、

ナナホマレについても収穫があったように聞いております。 

 ただ、これから選別作業に入りますので、毎年、選別で大きく収量が減るというこ

ともございますので、まだちょっと収量の方は確定をいたしておりません。 

 また、フクユタカについては、今現在収穫中でございますけども、これについても

かなり収量がいいように聞いております。ただ、カメムシがやはり一部発生しており

まして、個人さんで結構差が出てくるのかなというのが私の感想でございます。 

 以上です。 

○議長（島田 正彦君）   南部 豊議員。 

○１０番（南部  豊君）   次回の報告にぜひ期待したいと思います。 

 次は、ちょっと町長にもお伺いしたいんですが、以前、町民の皆さんには非常に喜

んでいただいた農業祭というものが開催されていましたが、昨今、補助金の減額や縮

小ということで、今、中止になっていますよね。こういったものの復活、これは担当

課は大変だと思います。単独で企画するには課題が多い。であるならば、若い世代に

人気のある、先日もありましたよね。ヴィアティンマルシェさんとか、とういんマル

シェさんというような取組、こういったものとタイアップして、ある程度の場所、ブ

ースを設けることによって、趣味の世界ではなくて、町長がおっしゃる稼げる農業と

いう何か実効性のある舞台が用意できればなと考えますが、いかがでしょうか。若い

人たちと高齢者さんとの交流にも繋がります。そういったところでぜひ農業祭という

大きなものだけじゃなくて、農家さんが住んでいそうなところに農作物を出店してい

ただけるような機会を作っていただくような取組はできないでしょうか。この点につ

いてちょっと町長にお伺いしたいと思います。どうでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   以前、農業祭は商工祭と一緒にやっていました。その

ときには結構いろんな、商工会が呼び寄せるというか、商工農業祭でしたので、結構

来客も多かったように思います。ああいう形はいいなと思うんですが、商工会と農業

者の間に時期的なずれがありまして、農業祭単独になりました。農業祭単独になると、

出品していただく方が毎年、毎年決まった方が出品されて、その数もだんだん、だん
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だん減っていったということは、農業祭というものの役割がある程度達せられて終わ

ったのかなというようなことで、もうやめるということになったわけです。 

  今、ご提案の話ですけども、これは担当課と検討しなければいけませんけども、

出品される方が新たに出てきて、いろいろなものがそこへ出品されるのかどうかとい

うことも含めて、担当課、それから実際に農業をやって見える方と話し合いをして検

討をしなければいけないというふうに思っていますが、ご提案として受け止めさせて

いただきたいというふうに思います。 

○議長（島田 正彦君）   南部 豊議員。 

○１０番（南部  豊君）   そうですね、以前、担当課からはやはり出展される

野菜の種類もさることながら、そういったものを集めるのに非常に苦労しているとい

うお話も聞きました。確かに野菜には季節がありますね。でもしかしながら、野菜に

も春野菜もあり、夏野菜もあり、秋野菜もあるんです。今まではそういう農家さんが、

私の家内もそうですが、やはり農薬を使わない安全な野菜を子どもたちに食べさせて

やりたいということで、私たちも、量は少ないんですが、そういったものを作ってい

ます。多分、各地区の農家さんはおじいちゃん、おばあちゃんたちがそういうものを、

やはり今趣味の世界なんですよね。趣味なんです。近所に配られたりという、そうい

うことなんですが、それが少しその考え方によって、取組によって少しお小遣い程度

にもなるよというようなことであれば、さらにそういったお年寄りと言いますとお叱

りを受けるかもしれませんが、やっぱり高齢者の方たちも生きがいになるのではない

かなと、この生きがいが東員町の健康長寿の町にも繋がっていくんじゃないかなと私

は思います。ですからそういった取組を少し前向きに考えていただきたい。町長もぜ

ひ検討をするということですので、この点についてはぜひお考えいただきたい。限り

のある財源、日々取り組んでいただいていると思いますが、後退させるのではなく、

前進させる政策として、ぜひお考えいただきたいと思います。 

  東員町の農業の将来を少し考えていますと、町長、これは一つの例なんですが、

皆さんもご存じだと思います。いなべ市大安町大井田、昨年完成しましたよね。これ

は日本最大級の最先端トマト工場、株式会社アグリット、昨年来、有志でありますが、

視察研修を申し込んでありましたが、この新型コロナウイルス感染症の観点から延期

になっておりました。これが来年１月に一応視察研修が可能となりましたので、ぜひ

視察研修にお邪魔したいと思っております。少々分かっていることをご紹介させてい

ただきますと、施設は株式会社アグリット、本社が津にあります浅井農園さん、出資

５１％、株式会社デンソーさん、出資４９％で作られている合弁会社であります。ト
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マトの栽培管理、トマトの出荷作業など自動化による省人化工業技術を農業に導入し

ております。町長が言われる働きやすい儲かる農業を目指すというキャッチコピーも

ございます。これは集約された施設であると思います。このような施設をぜひ東員町

にも誘致できればいいかなと考えています。少なくとも若い人たちの雇用が生まれ、

東員町の農業形態に大きな変化が生まれてくると思います。こういった施設に来てい

ただく、それにはまずその耕地となるような基盤整備と言いますか、そういった検討

から入らなければなりませんよね。地区、地区によってそういう候補地は東員町もあ

る程度は考えられるところがあると思います。ぜひこのようなことをお考えいただけ

たらなと思いますが、こういった点についてはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   私は一度、久居にあります、今は津市ですけど、辻製

油さんのトマト工場の視察をさせていただきました。あそこは、私が見に行ったとき

は２ｈａのハウスでした。今は３ｈａあるはずです。辻社長が私に、水谷さん、米を

作っていて一反当たりどのぐらいになるかねと言われて、上がり１０万円あったらい

いところですねという話をして、このハウスで一反当たりどのぐらいの収穫があるか

分かると言われまして、検討がつきませんでした。１，５００万円あるそうです。反

当たりですよ。だから１ヘクタールありますから、年間１億５，０００万円上がりが

あるそうです。非常に儲かる農業という点では、２桁違いますからね、下手すると３

桁違う。だからそれは検討する必要があるなと。辻さんにもいろいろご指導いただき

ながら、検討しなければいけないなという話をしています。 

  今、構想の中にそういうものも必要だなという思いはあります。場所も検討しな

ければいけないですし、それから町が直接やれる資金もなかなかないということで、

パートナーも探さなければいけないというふうなことも思っておりますが、これは積

極的に前向きに考えていくべき問題だというふうに思っております。 

○議長（島田 正彦君）   南部 豊議員。 

○１０番（南部  豊君）   そうですね、今、町長から本当に心強いお言葉を頂

きました。こういった儲かる農業、やはり農業を核とした町、これは町長がよく言わ

れることなんです。しかしながら私たちは外から見ていて、一体どうするんやろうな、

具体的にどんなことをされるんだろうなと、今までは確かに喜び農業でブドウ、ブル

ーベリー、こういったものにチャレンジしていただきました。私はやられた内容が成

功するしないはある程度期間が必要だというふうに思いますので、私は喜び農業につ

いても非常に期待していましたが、若い方たちに一応移管したということで、今、ち
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ょっとこれは話題すら上がってこない状況になっていますよね。この大豆の作付けも

そうです。ブドウ、ブルーベリーもそうです。イチゴやトマトもそうです。１年や２

年で結果が出ないものばかりです。スパンとしては５年、１０年というスパンが必要

になってきますので、やはりそこは行政の担当課としても研究をしていただきながら、

こういったものがいいんじゃないか、いや、やっぱりこういうものはあかんものは早

く結果を出すということは必要だと思いますよ。だけどもこのチャレンジしていくこ

とは、これはもう永遠に続いていくことだと私は思っていますので、その点について

は、今町長もハウス栽培について非常に知識もお持ちですから、こういったことに対

してぜひ研究を重ねていただきたいなというふうに思います。 

  少なくとも、こういったものができると、若い人たちの雇用が生まれてくるわけ

ですよね。そうすると当然東員町も活性化します。東員町の農家さんが疲弊してきま

すと、やはりいろいろなものに影響が出てきますよね。税収しかり、健康長寿という

東員町が非常にいい状態で、住みたい町ナンバーワンにも東員町は選ばれています。

先日もフレイル講座がありました。そこにお見えになった方も、四日市にお見えにな

った方が今東員町に住んでいただいたわけです。最近ですが引っ越してきましたとい

う話もしていただきました。そういうことで農業が活気づくということは、やはり東

員町としても活気が生まれてくることだと思います。 

 東員町の農業形態の大きな変化、これは今のところ５年、１０年、あまり私はイメ

ージできませんが、今町長がおっしゃったようなことを取り組んでいただけることで

あれば、大きな変化が生まれてくると思います。 

 今回の私の一般質問は、町長の手腕に期待をしつつ私の質問を終わらせていただき

ます。ありがとうございました。 

 


