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議      長    休憩を解いて再開いたします。              （13時00分） 

  受付番号第４号、田代実君の一般質問を許します。登壇願います。 

２ 番 田  代    議長のお許しをいただきましたので、一般質問をさせていただきます。受付 

番号第４号、質問議員、第２番 田代実。件名、松田町の未来に繋がる投資的

事業を！ 

 要旨、これまでの本山町政はソフト事業が多く、まちづくりの礎となる投資

的事業が少ないようです。平成28年度以降の予算で、松田町の未来に繋がる次

の事業についてお伺いいたします。 

  （１）新松田駅南口駅前広場整備事業と街中への接道。昨年10月６日の全員

協議会で、今後の事業計画が示されましたが、年度別事業計画とその財源、完

成年度が不明瞭でしたので、詳細説明をお願いします。さらに、南口から仲町

屋町営住宅を抜け、川音川右岸堤防、文久橋までの町道の整備計画についても

お伺いいたします。 

  （２）砂利線跡地の整備事業。昨年12月議会で、私の質問に対し、常光沢に

橋をかけ、砂利線跡地と一体的な町道の整備をしたいという回答を町長からい

ただきましたので、今後の取り組みについてお伺いいたします。 

 以上２点について、よろしくお願いいたします。 

町      長  それでは、田代議員からの御質問に順次お答えをさせていただきたいと思い 

ます。 

  まちづくりの礎となる投資的事業ということでございますが、私も基盤整備

事業につながる投資的事業については推進していく考えでおりますので、よろ

しくお願いします。そこで、私が就任後、予算編成等々に取り組みまして、平

成26年度から投資的事業がどのような推移でいっているかということで、ちょ

っと申しさせていただきます。まず、25年度と26年度の比較でございますけど

も、投資的事業全体で9,656万5,000円の増で、率にして48.8％の伸びとなって

おります。基盤整備である土木費の投資的事業につきましては395万円の増額

と、率として3.4％伸びております。 

  次に、26年度と27年度を比較いたしますと、投資的事業費全体では3,811万4,

000円の減額、率にして12.9％の減ということではありますが、土木費投資的
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事業費につきましては4,567万8,000円の増、率にして38.3％伸びております。

さらに、新年度、平成28年度、27年度と比較いたしまして、全体で１億3,370

万7,000円の増額、率にして52.2％の伸びで、土木費分も１億3,826万4,000円

の増額、83.8％の伸びとなっております。 

 このようにまちづくりの礎となる投資的事業と言える土木費投資的事業につ

きましては、着実に伸びているというふうに認識はしております。平成27年度

末では町道の舗装打ちかえ工事や橋梁の長寿命化修繕並びに耐震補強工事など、

町民の皆様には直接事業効果が感じられない公共施設の老朽化対策事業にも取

り組んでまいりましたが、新年度以降は老朽化対策事業も引き続き取り組みな

がら、道路新設改良工事や新松田駅南口駅前広場整備事業を初めとする都市基

盤整備事業など、町民の皆様が事業効果を実感していただける投資的事業を優

先度を考慮して実施してまいりたいというふうに考えております。 

  さて、昨年10月に、議会全員協議会で皆様に御報告させていただきました新

松田駅南口駅前広場整備事業でございますが、皆様に御報告させていただきま

した内容で、昨年10月26日に、県警本部との交通協議が完了いたしました。今

後は協議結果を基本とさせていただき、早期完成に向け、事業推進に取り組ん

でまいりたいというふうに考えております。 

  それで、１点目の御質問でございます新松田駅南口駅前広場整備事業と街中

への接道についてでございます。まず、年度別事業計画でございますが、事業

期間はまだ残っております。工事量と事業費から５年間を予定をさせていただ

いております。事業費ベースにしますと、あと４割強の用地取得と工事ですの

で、用地取得を最優先と考え、用地取得後、翌年、同箇所の工事というスケジ

ュールで、御協力を得られるところから順次着手してまいりたいというふうに

考えております。 

  次に、財源でございますが、基本的には国の補助金を活用してまいりたいと

考えており、社会資本整備事業総合交付金事業として実施の予定で、補助率は

事業費の55％となっております。残りの事業費45％につきましては、一般財と

起債を充当することとなっており、起債の充当率は90％となっております。完

成年度でございますが、事業計画期間を５年と予定しておりますので、平成32
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年度を完成目標としております。 

  続いて、町道の整備計画でございますが、県警本部との交通協議で、現状の

交通規制の見直しに伴い、新松田駅南口周辺の道路整備計画も協議事項の一つ

でもありました。また、町といたしましても新松田駅南口の利用者の安全と利

便性の向上、並びに周辺道路の特に歩行者の安全確保、また防災強化も含めた

道路の回遊性も考慮し、整備を進めていかなければならないというふうに考え

ております。 

 そこで、特に歩行者の安全と利便性の向上を目的に、新松田駅南口駅前広場

から小田急線沿線を西に向かい、町道２号線の小田急線ガードに至る道路未整

備区間を沢尻線道路新設事業と位置づけ、実現に向けて27年度で現況測量と境

界立ち会いを実施し、地権者の皆様に御理解いただきながら用地取得の交渉も

行っております。さらに、新年度、同沢尻線歩道新設工事を予定をさせていた

だいております。 

 また、議員御質問の路線であります南口から同じく西に向かい仲町屋町営住

宅へと続く町道５号線と川音川の右岸堤防道路である町道４号線につきまして

は、松田中学校前を通る町道２号線も含め、道路拡幅と歩道設置を目的とした

予備設計は既に実施しております。そんな中、南口広場と新年度の歩道整備を

予定しております沢尻線との接続ですが、優先度の高いというふうに判断し、

駅南口駅前広場の西側の端部から沢尻線に至る区間の町道５号線につきまして、

詳細設計を新年度予定をさせていただいております。このように新松田駅南口

周辺の道路整備につきましても、優先度を考慮しながら順次進めてまいりたい

というふうに考えております。 

  さらに、昨年12月に、新松田駅周辺地域まちづくり協議会を発足させていた

だきました。今後、協議会の関係部会も開催し、より詳細に議論を重ね、皆様

より御意見、御提案をいただきながら協議会での目標であります３年間で基本

方針、基本構想を策定し、町民の皆様にも進捗状況等を報告してまいりたいと

いうふうに考えております。このように駅周辺地域を中心として町の都市機能

を向上させながら、本町を足柄上地域の玄関口と位置づけた基盤整備に向け、

町民の皆様方の御理解いただきながら実施してまいりたいというふうに考えて
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おります。 

  続きまして、２つ目の御質問の砂利線跡地の整備についてでございますが、

本町は各種公共施設や砂利線跡地など、いわゆる町民共有の財産を保有をして

おります。これら町有財産の利活用につきましては適正な利活用計画が必要で

あり、特に町有地につきましては早急に利活用計画を策定しなければならない

というふうに考えております。計画内容も個々の計画とするのではなくて、周

辺の土地利用や環境、また周辺道路の整備計画などを連動させ、面的に総合的

な計画を策定しなければならないというふうにも考えております。そこで新年

度において、仮称ではございますが、「公共施設等の管理・活用促進計画」を

策定する予定でございます。 

  御質問いただきました砂利線跡地につきましては、平成24年度に公有地等宅

地化整備促進事業といたしまして、住宅整備等の可能性調査を実施しておりま

す。この調査を踏まえ、平成26年度より庁舎内で検討し、定住促進に必要な一

定規模の条件が満たされ、民間企業等の需要も期待される整備区域と判断をし

ております。前回の議会でもお答えさせていただきましたが、同地域の整備は

宅地造成と道路整備を一体に実施する整備事業として捉えておりまして、民間

企業の資金活用、技術的ノウハウ、経営手法及び官民リスクの分担などを活か

した官民連携の公募型プロポーザル方式などの採用に向けて今現在、検討をし

ておるところでございます。したがいまして、庁舎内の調整、準備等が整い次

第、事業化に向けて取り組んでまいりたいというふうにも考えております。 

  宅地造成を含めた整備事業につきましては、事業の規模も大きくなるので、

当然ながら地域の方々を初めとする住民の方々の御理解、御協力、また防犯ボ

ランティアの方々のですね、さまざまな考え方についても御指導いただきなが

ら進めていかなければならないというふうにも考えておりますので、そういっ

た説明をするに当たり、御理解求めるときには田代議員にもですね、御協力を

いただきながら進めてまいりたいというふうに考えております。以上でござい

ます。 

２ 番 田  代    懇切丁寧な御回答、ありがとうございます。わからなかったことを随時、質 

問させていただきます。 
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 初めに、25年からの投資的事業の比較ということで、町長に就任された26、

27、28ですか、比較ベースでお話いただいたことは重々承知しています。私も

この質問をするに当たって、平成24年からの投資的事業をちょっとまとめてみ

ました。その中で言えることなんですけど、これは前町長の時代の後半並びに

本山町政の今、前半だと思うんですけども、言えることがここで言う177ペー

ジ、一般会計の予算書の177ページに投資的事業の概要ということで出ている

中で、その額について町長はこれだけやっているよというお話だったんですけ

れども、私のタイトルが松田町の未来に繋がる投資的事業ということで、大き

いタイトルで質問しております。これについて本当に新規事業として投資して、

例えば未利用地に道路を１本入れることによって人口がふえる、活性化される、

または、今、南口が途中で１回一休みになって、また、ここで動き出したんで

すけども、町としての駅の顔、都市基盤をつくるという新しい投資的な事業に

対して、これまでというのは比較的改修的事業が多かったんではないのかなと

いうふうに受け取っております。そういった面で、投資的事業は今、前年対比

でもかなり多めに今回は３億8,900万ですか。投資的事業になっています。前

年の２億5,500万からすると、１億4,000万多くなっています。それは理解して

おります。 

 ただ、この中でよく見てみますと、改修事業、修繕、それが結構あるのかな。

これ私の概算ですけれども、個人的な見解で発言させていただきますと、３億

8,900万、約３億9,000万の投資的事業一覧になっているんですけど、３億円

少々が新規事業と言えるのかなというふうに認識しております。ただ、事務方

のほうでもこれは精査していただいて、前年までは40万ぐらいが、100万円以

下の投資的事業がこれ改修費で入っていたもんですけども、その辺を抜かれて

いるんで、少し精査をされていると思うんですけれども、あすにつながる投資

的事業が28年になって少し見えてきているのかなという認識はあります。それ

がまず１点です。これについてどういうふうなお考えでしょうか。 

まちづくり課長                   ただいまの議員の御質問、確かにですね、25年、26年、大分ですね、道路の 

事業にかかりますと、維持・補修の部分がですね、大分ウエートを占めている

というふうなことで、この辺はですね、先ほど町長のほうからも答えさせてい
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ただきましたが、やはり施設の老朽化ということについては、これはもう対応

していかなければならないかなという考えで続けさせていただいております。

また、これも今後、引き続き対策を続けていかなければならないと考えており

ます。その中でですね、昨年、27年度ですか、27年度あたりからですね、新設

改良工事、また狭隘道路の整備ですね。特に町長の公約でもあります緊急車両

が入れるような地域を目指すという中でもですね、狭隘道路の整備ということ

にもですね、重点を置いてですね、今後進めていくという考えでございます。

そういった中ではですね、この新年度の予算もですね、御説明させていただく

中で、やはり27年度ではそれに向けた用地の取得とか、準備段階での設計委託

とか、そういうところに予算を配分させていただいて執行している状況でござ

います。その結果をもちましてですね、28年度からいよいよ現地に入れる新設

改良工事、または狭隘道路整備といったですね、定住化または防災の強化と、

そういうような目的に向けてですね、そのような事業をふやしていかなければ

ならないと考えておりますし、実際にですね、ふやしていこうという中での計

画を今後も立てていくという考えでおります。以上でございます。 

２ 番 田  代    まちづくり課長、ありがとうございます。後半の部分はまた後でゆっくりと 

ちょっとその辺、お話聞きたいと思います。 

 それでは、本題であります南口駅前広場、これについて当初、この事業がス

タートしたころは平成18、19年ごろと記憶しているんですけれども、概算工事

費で12億円。その後、１回修正補正か何か入れて10億円程度に修正されたよう

な記憶があります。その中で、先ほどの町長の答弁で進捗率６割で、残りの４

割を５カ年事業でやっていきたいというふうな回答をいただいています。概算

の工事費で、金額的ですと、前の流れから言うと４億、５億ぐらいがまだ残っ

ているというふうな数字だと思うんですけど、この辺はいかがでしょうか。 

まちづくり課長                   今、議員が御質問されたようにですね、４割というと、そのような金額にな 

ると思います。ただですね、これもあと４割強というのはですね、やはり半分

はですね、用地の取得という部分でもですね、大分ウエートを占めてくるとい

うことになります。ですので、はっきりしたですね、数字、事業費等につきま

しては、ちょっと用地交渉の関係もございまして、まだはっきりした金額では
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ございませんので、事業費ベースについてはまた、中間報告も含めまして、し

かるべきときに報告はさせていただきますけども、まずはあと４割強という部

分で用地の取得を最優先、また現在ですね、残工事につきまして、若干御報告

をさせていただきたいと思います。 

  南口のですね、残っております主な事業といたしましては、まず駅改札口と

駅広場をつなぐエレベーター１基の設置。それと変電所側、北側ですね、の歩

道の整備と駅本体の広場の整備。それと県道交差点の隅切り。それとバスの乗

降場所のシェルターとか、あとサインですね、等の設置。それと、松田用水の

つけかえという部分が主な工事として残っております。この辺もですね、考え

ますと、やはり５年という中で目標を定めました。つきましては、やはり国の

事業ということも考えておりますので、この辺はですね、国にもある程度事業

目標というものを伝えていきながらですね、補助金を獲得していかなければな

らないということで、余りにも事業が伸びてしまいますと、やはり町の姿勢と

いうのも問われてしまいますんで、今の目標といたしましては５年という一つ

の目標を立てた次第ではございます。以上でございます。 

２ 番 田  代    担当課としてはかなり今、ナーバスな交渉をされていると思うんで、その問 

題についてはちょっといろいろ支障があると思うんで質問いたしませんが、基

本的な考えとして、しかるべき時期に事業の概要をお示ししたいというふうに

お話しされたんですけど、私どもからすると、やはりこの財源、非常にこれか

ら３年後、５年後、時間がたつにつれて厳しいものになると思います。その中

で御質問のように、ここでは年度別事業計画、その財源、完成年度、これにつ

いてはまだ少し検討させてほしいということで、お待ちしますけれども、しか

るべき時期にそれは示していただけるということなんですけど、その時期はい

つごろになるでしょうか。アバウトで結構です。 

まちづくり課長                   この辺につきましてはですね、やはり一つの区切りといたしましては、やは 

り年度年度の決算時期、というのはやはり26年、27年という中でですね、御報

告ができればというふうに思います。これは決算ベースでのですね、お話では

中間報告というような形では御報告できるかというふうに考えております。以

上です。 
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２ 番 田  代    そうですね、決算のときに示していただくと、また、次につながる。決算審 

査とあわせて物事を見れると思いますので、ひとつその時期によろしくお願い

いたします。 

  次に、街中への接道ということで質問させてください。駅前広場、あと５年

で、何とか５年をめどに完成させていきたいという目標なんですけれども、先

ほど町長からも少し話が出ました、南口から沢尻の小田急のガードまで、それ

については粛々と進めるという話なんですけども、もう一つ私のこの質問の中

で、沢尻町営住宅から川音川右岸、文久橋、それに抜ける道なんですけども、

私のちょっと質問が間違っていたらごめんなさい。平成25年度に南口周辺道路

基本設計委託事業、これが当時の説明で、今まさに南口から町営住宅から川音

川右岸、文久橋までの道路を計画したいというふうな記憶があるんですけども、

この辺を踏まえた中で、私の今の１つ目の質問に対しての考えをまちづくり課

長にお願いしたいと思います。 

まちづくり課長                   当時ですね、設計を委託いたしました。この辺はですね、先ほど町長のほう 

からもお答えいたしましたが、まず１つとしてはですね、県警との交通協議の

資料にしたいということが１点ございます。それと、やはり町といたしまして

も将来の道路計画ということで、必要な路線だということも踏まえまして設計

をさせていただいています。これは概要の設計ですので、詳細な設計はしてお

りませんが、主な幅員、歩道の設置の仕方、こういうことをですね、町道５号

線、町道４号線、そしてですね、松田中学校の前を通ります町道２号線、この

３路線につきましては、既に概略設計といいますか、設計ができております。

ただこの辺もですね、じゃあ実施がいつかということになりますと、やはり南

口の駅前整備事業に関連してまいる事業かというふうに感じます。それと、ま

た町道５号線につきましてはですね、仲町屋の町営住宅、現在の土地利用とい

うことも関連してまいりますので、実施時期についてはですね、それらのこと

も関連づけて実施年度というのをお示ししていかなければならないかというふ

うに考えておりますが、大きな内容での設計につきましてはもう既に完了して

おりまして、その設計の形を基本にですね、今後、事業費等を算出しながらで

すね、当然用地の御協力もいただかなければならない計画となっておりますの
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で、事業に向けてですね、準備はしていきたいというふうに考えております。 

２ 番 田  代  そこでまた質問なんですけれども、今、計画はできていると。ただ財源の関 

係もあるし、南口が途中なんでいつかわからないということなんですけども、

私やっぱり南口というのは松田としての駅の顔、都市的な機能として、やはり

早急に完成させる必要があると思います。それに続いて、今の道路を整備する

ことによって、あそこには仲町屋、沢尻町営住宅がかなり今、臨時駐車場とし

て利用されていますけれども、低利用地として利用価値が駅の近い中では非常

に低いのかなというふうに見ております。一方、前の町長の時代に、将来的に

はマンション、人口増を図りたいというふうな発言もされております。そうい

ったこともあるんですけれども、新たに町のほうとすれば、平成26年から定住

に対する研究会みたいなものをやって、人口増加策をやっているというふうな

お話もありました。今のその仲町屋町営住宅周辺、それと建設課で準備は…ご

めんなさい、まちづくり課で青写真の準備は整ったよというお話なんですけれ

ども、その道路計画との整合性、この辺についてどのように考えられているで

しょうか。 

まちづくり課長                   それでは、まずですね、道路計画ですが、この辺は当然私どももですね、町 

営住宅がどのような形になるかという詳細ではなくてですね、土地を、今の土

地をですね、現状では町道が二分しちゃっているような形になっているかと思

います。やはり土地利用だけを考えると、今の位置ではなく、やはり一括して

土地を使えるような位置、そういうことを考えた道路計画を立ててございます。

ですから、そこにどういう建物ができるか、どういうものができるかという詳

細な計画ではなくてですね、一つの土地として利用できるような位置に道路を

計画しているというふうに考えています。以上です。 

２ 番 田  代    よくわかりました。私のお伺いしたいのは、例えば仲町屋、沢尻町営住宅6, 

500平米の面積があると思います。町の町有地とすれば宝物です。道路計画に

対してこの辺の低利用地をどういうふうに生かしていかれるのか。その辺につ

いてお伺いいたします。 

定住少子化担当課長                    議員御指摘のですね、件についてお答えをさせていただきます。今ですね、 

町にはですね、事業用地として取得しましたが、事業着手されない土地、用地、
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財産ですね。それと地域振興、周辺環境保全など、早期にですね、利活用が求

められる財産、そして民間での需要が期待される財産、さまざまございます。

その用地をですね、町全体で、また地域の方とですね、調整をしながら、協議

をしながら最適な活用、それが町の自主財源等にも活用できるか等々をですね、

これから十分検討しなくてはいけないというふうには考えているところでござ

います。ただ、その前にですね、個々の面的な計画ではなくてですね、全体、

町の町有地としてどのように持っていくかと。町長の答弁にもありましたよう

に、町としてこの用地についてはこう、この用地はこうというものではなくて、

全体の町有財産の中でですね、仲町屋の今いる方のですね、残った跡地を十分

活用していこうという考えございますので、その辺も計画の中にですね、位置

づけながら進めていきたいと。で、今、ここでこれをやるということは私もち

ょっと言えませんので、皆さんの声を聞きながら進めていきたいというふうに

思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

２ 番 田  代  冒頭も申し上げましたけれども、私の質問のタイトルは「未来に繋がる投資 

的事業」という中で、松田町がある程度税収を上げながら、人口を少しでも伸

ばす、または流出を止める。そういったものに関して、やはり道路政策って非

常に大事だと思いますし、道路が通った後に、その周辺の土地をどういうふう

に生かしていくか。そこが非常に大きい課題だと思います。そのような中で、

今の南口、町として駅としての都市的な機能をもう少しで完成するよと。その

後に、それから続いて今度はお金の取る方策ですよね。この辺について町長の

御意見、最後にまとめてお願いいたしたいと思います。 

町      長    御質問ありがとうございます。やはり今言われている財源確保というのは非 

常に大切でありまして、今まで眠っている土地がたくさんありますし、今後利

活用していかなければならないということがあります。そんな中、財源確保を

するに当たって非常に大切なのが、計画性をしっかり持っていった中で、国や

県にこういった計画があるからやっていきたいということで、単発でこれをや

るからこのためにお金をくださいというのはなかなか受けつけられないという

ようなお話をよくよく聞いて、今現在本当に我慢をしながら、できることから

ということで手をつけさせていただいてるところであります。一般財源だけで
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全てができれば御の字なんですけども、そういったところが非常に厳しいとい

うこともありますので。平成28年度に新規で予算を計上させていただいており

ます土地利用の利活用の促進計画といったものをもって、町民の方々の御理解

いただいた中で、国や県にこういう方向で行きたいので事業費についての補助

をいただきたいといったお示しをする準備をして、28年度以降に臨んでまいり

たいというふうに思っております。 

 いずれにしろ遊ばせて何も収益がないというような事業展開をしたいとは全

く思ってませんし、今後は賢くやっぱりその財源を使っていかなきゃいけない

というふうに思っておりますので、官民連携で民の方々の知恵をいただきなが

ら、財源が少なく、よりよい効果が得られるような計画をしていくということ

に関しましては、ぶれなくやっていきたいというふうに思ってますので、その

ように御理解いただければと思います。以上です。 

２ 番 田  代  先ほど27年度予算で道路の新設改良費の委託料というとこで、狭い町道を拡 

幅して車が入れるようにして、ここでは人口流出ですね、今住んでる人をある

程度つなぎとめる、そういった測量設計委託をやってある程度進めてると。一

方で新設改良して遊休地の宅地化を図っていくというふうな、既存の事業とし

ては理にかなったものが予算計上されていますので、この辺は今すぐにでもや

っていただきながら、町長から今回答がありましたように、計画行政、また国

の財源をうまく使いながら、ぜひ南口とあとセットで、もう25年に青写真がで

きてるんで、その辺をうまく使っていただいて、低利用地。特にきょうは時間

がなくて余りこれ以上お話し、質問できませんけども、仲町屋町営住宅、それ

をどういうふうにしていくのか。その辺も6,500平米ある土地ですのでね、皆

さんで知恵を出して財源を稼ぐような、活力のあるようなまちづくりをお願い

したいと思います。１点目はおしまいです。 

 ２点目としまして、砂利線跡地の関係ですね。先ほどの話で宅地整備と道路、

これをセットに官民連携のプロポーザル、この事業化に向けて取り組んでると

いうことなんですけども。この詳しい説明については、いつごろ私ども議員に

お話しいただけるのか。 

定住少子化担当課長                 今議員の御指摘の件につきましてお答えをさせていただきます。まずこの旧 
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砂利線跡地につきましては、平成15年２月にですね、土地開発公社がですね、

購入した用地でございます。それをもとにですね、平成、先ほど24年度からで

すね、宅地化に向けてのいろんな事業、調査委託をしておるとこでございます。

それをもとにですね、26年に庁舎内でですね、さまざまな議論を交わしてです

ね、方向性を持って行こうという中で、官民連携の事業でいわゆるリスク分担

をしながらですね、最適な自主財源の確保、そして目的の固定資産税等々を踏

まえてですね、宅地化の調査もしております。最終的な目標としましては人口

の維持確保、そして固定資産税等、自主財源の確保につなげるために、最終的

な安心・安全な魅力的な松田町を次世代のために引き継げるようにですね、知

恵と工夫を今出し合って、町民との協力、そして民間との連携を加速して進め

ているところでございます。 

 最終的には新年度の事業化を目的に、目標にですね、一体的な手法を進めて

いきたいと。それのために今ですね、早急に庁舎内で、政策会議等で揉んでで

すね、方向性を１回出して、そして地域の方にですね、協議をいただいて進ん

でいきたいということで。今いつかというのはちょっとあれなんですけど、新

年度に向けて取り組んでいきたいと。その手法の一つとして、先ほどの土地の

売却等に伴うですね、公募型のプロポーザル方式をですね、使用料を定めてで

すね、皆様のほうに報告をして進めていきたいというふうに思っていますので、

よろしくお願いしたいと思います。以上です。 

２ 番 田  代  ちょっと時間がなくなったんで前ぶれは結構ですから、いつかわからないけ 

ど今年度中ということは、来年の３月もあり得るということですか。 

定住少子化担当課長                 新年度ですね、あり得るといって、可能性はあるかもしれないですけど、早 

急に新年度へ向けて進めさせていただきたいというふうなことでよろしくお願

いしたいと思います。 

２ 番 田  代  これ、大事な問題ですし、時間が遅れれば遅れるほど町の活力低下しますの 

で、早い時期に我々にもお示し願いたいと思います。特に財産を処分する場合

は、御存じのように議決に多分なると思います。議会承認になると思います。

そういうことで時間がなくなって、えいやあということではなくて、早め早め

に情報提供いただければありがたいと思います。 
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 最後に砂利線の跡地の関係なんですけども。前に町長が前回の12月の答弁で、

未利用地もあるし、人口増加にもなるだろうというふうなお話しされてたんで

すけど。あの300メーターの砂利線跡地の南北、これについては面積、未利用

地が、農地含めた未利用地がどの程度あって、仮に道路が張りついた場合に人

口増がどのくらいになるか。この辺は数字持ってられるでしょうか。 

まちづくり課長                  今のですね、砂利線跡地についてはですね、私どもも調査をいたしまして、 

砂利線の、東西線と私ども区切って呼ばせていただいてますが、９区画が確実

かなと。これは１区画がですね、余り…（「それは町有地でしょう」の声あ

り）そうですね。農地についてはですね、ちょっと今、私どもも南北線の境界

立ち会いをしながらですね、調査をしてる状況です。 

２ 番 田  代  あと民有地、これがどのくらいあって、どのくらい人口増になるのかな。何 

世帯ぐらい張りつくのかなと。その辺についていかがでしょうか。 

 それはまた後でお伺いします。結構です。ただ私が言いたいのは、やはり先

ほどの仲町屋、沢尻町営住宅もそうです。今回の砂利線跡地もそうです。それ

と今まちづくり課のほうで狭隘地に道を広くして人口流出をとめようと。あと

は新設で小規模ながら観音道下かな、下原だと思うんですけども。そちらのほ

うの青写真もあると思います。そういった中で、とにかくこの町はもうコンパ

クトシティーで住みやすい町なんですからね。少しでもそういった未利用地、

低利用地に道を入れることによって、そこに住む人をふやすような、そういっ

た政策を推進していくために、あすにつながる投資的事業をやっていただきた

いと思います。よろしくお願いします。質問終わります。 

議      長  以上で受付番号第４号、田代実君の一般質問を終わります。 


