
○議長（川杉美津江君） 日程第１「一般質問」を行います。 

 順番に発言を許します。 

 １番 近藤義憲議員。 

              （１番  近藤義憲君  登壇） 

 ○１番（近藤義憲君） おはようございます。通告書に基づき、三点の質問をいたしま

す。 

 一つ商工振興策について、二つ目消防団について、三つ目佐藤町長２期目の公約につ

いて。  90 年代大店法により、大型店の都市進出は規制されてきました。そこで大型店

進出は車社会の到来の影響もあり、郊外や田舎に次々とショッピングセンターが建設さ

れてきました。その後、大店法は廃止され、代わって環境面の配慮を求める大規模小売

店舗立地法が設置されました。また改正の動きもあります。大店法により中小都市の商

店街はさびれシャッター通りも増えている現状です。我が町及び近隣にも例に漏れず多

数の大型小売店が進出してまいりました。 

ショッピングセンタージャスコは、現在の法のもとで来年 11 月に東員町へ進出されると思

われます。イオンの進出で地元商店街の小売業者に与える影響は必至です。対策をど

のようにお考えでしょうか。 

 二つ目、零細の小売業者が後継者が少なく、町内商店の 10 数年先は心配です。今後

の振興策についてお伺いいたします。 

 三つ目は、去る８月 20 日、私は群馬県大泉町商工会を視察してまいりました。大泉町

は太田市、伊勢崎町、館林に囲まれました我が東員町とよく似た地形です。人口は４万 

2,000 人で 1 万 6,000 所帯、外国人が 10％在住しています。面積は小さく 18 平方キロと

東員町より小さい町でございます。一般会計 120 億円、特別会計を含み 216 億円の町

で、商工会員 1,200 社、小売業 422 社、工業が 161 社、そのうちスタンプ会加入者 103

社で、その特徴としてはその町にも大型店４店が進出してます。そのスタンプの点数を集

め、税、国保、水道料金、公共料金を支払うようなシステムになっております。このスタン

プ会で町関係者といろいろ調整を進め、本年６月より実施されました。 

 この大泉町は、昨年 11 月に福島県矢祭町商工会を見学され、それをヒントにして実施

されたようでございます。たった半年もかからずにスタンプ会を、こういうシステムを取り

入れたということは多大な地元小売業者を救うためにと言うとあれですけど、金を使わず



してそういうことを取り入れております。このシステムを東員町の小売業者もそうですけど、

東員町のお客様購買者を他市町村へ流さないということで、町はじめ関係者が一生懸命

取り組んだという熱意が感じられました。以上、三点を町長にお伺いいたします。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

              （町長  佐藤  均君  登壇） 

 ○町長（佐藤 均君） おはようございます。商工振興策に関するご質問にお答えをさせ

ていただきます。まず一点目のショッピングセンターイオン進出に伴う、町の対策につい

てのご質問でございますが、イオンの進出につきましては、先の議会でも答弁させていた

だきましたとおり、長深地内に敷地面積 10.2 ヘクタールの商業施設を建設すべく地元の

同意を得まして、現在、各種申請がなされております。 

 ご質問のように、イオンの進出は地元商店への影響はあると思いますが、地元商業の

活性化を図る中心的な組織を担っていただくための組織として、商工会が組織されてい

ることから、商工会を中心にいたしまして、町内商店の独創性・独自性を引き出せるよう

な事業展開をいただくことをご期待申し上げるところでございます。商工会への支援につ

きましては、今後も引き続き連携を密にし実施してまいります。 

 次に二点目の後継者不足の問題につきましては、それぞれのご家庭の事情によるとこ

ろですけども、商店が活性化することにより、改善される要因が大きいかと考えます。そ

のためには一点目のご質問と同様に商工会を中心に、各事業主が知恵を絞り、検討い

ただく必要があると考えますし、そのための商工会への支援は今後も実施をさせていた

だきます。 

 次に、三点目のスタンプ会の点数で公共料金を支払える制度の創設をとのご提言につ

きましては、先月、商工会が群馬県の大泉町に研修に行かれたことは報告を受けており

ます。東員町商工会東員スタンプ会は昭和 59 年に 55 店舗で設立をいただきましたが、

年々スタンプ会を脱会される商店が増え、現在 10 店舗になっているのが現状でございま

す。 

 現在の加入店舗数で公共料金を支払える制度の創設は難しいと考えますが、この制度

を活用することにより商店の活性化につながり、また納税者の利便が図られるのであれ

ば、制度を創設にするに値すると考えておりますので、商工会と十分に連携をとり、しっ

かりと勉強させていただきますので、よろしくご理解のほどお願いを申し上げます。 

 ○議長（川杉美津江君） 近藤義憲議員。 



 ○１番（近藤義憲君） 今、町長から答弁がありましたことなんですけど、一応大店法い

ろいろとありまして、いろいろ進出されまして、消費者の利便性も考え、ショッピングセンタ

ー出店は企業側から言えば雇用の拡大、いろんな利便もありますけども、いずれにして

もですね、商店主の勉強不足というとおかしいですけど、資本力の格差でそういう現状が

起きているのが事実でございます。 

 商品券にしましても、そういう問題ありましたんですけど、いずれにしろ総予算の 0.3％

の補助、その中のほとんど人件費でございます。ひとつスタンプ会にしろ商工会にしろ、

手数料の 0.2％内外のことで、いつも手数料が高いとかそういうことでしぼんでおるわけ

でございますので、今後こういう危機感を味わった業者の皆さんも、ひとつ何らかの形で

スタンプ会を増やそうということを考えておりますので、ひとつご支援のほどよろしくお願

いいたします。 

  次に、消防団のことについてもお伺いしますが、これは今の消防団組織の団員につい

ての質問でございます。それは消防団員は昔は我々個人企業の店主・商売屋の店主、

それから個人の工業関係者とか、そういう方が消防団創設時、その後 10 年ぐらいはたく

さん地元在住者がいました。商店がなくなり小規模経営者がなくなれば、消防団になる人

がもうほとんどいない。昔の団員、私も団員でおりましたけど、そういう心配がありました

ので、ひとつそういう商売だけではなしに、地元に貢献したということもお含みを願って、

次の質問に移りたいと思います。 

 現在の団員の平均年齢と職業、勤務地をお伺いいたします。２．消防車、タンク車、購

入後 15 年以上経っている車両はどのぐらいあるのか、お聞きしたい。 

 次に、県の操法大会が当町に当たっている、出場することが当たっていると聞いており

ますけど、そのことに関しての準備はどのようか。以上、三点よろしくお願いいたします。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） 近藤議員の消防団についてお答えをいたします。東員町消防団

の皆さんには、団長以下、町内の消防・防災活動に日々ご尽力をいただき、大変感謝を

いたしておるところでございます。 

 ご質問の消防団員について申し上げますと、本年４月１日現在の消防団員は、団長以

下 96 名で全団員の平均年齢は 40.4 歳、職業の構成につきましては、公務員が 23 名、

会社員・団体職員が 48 名、自営業その他が 25 名で、ほとんどの団員の方が町内か近隣

の市町に勤務をされております。 



 次に消防車についてでございますけども、現在、消防車については第１分団に２台、第

２分団から第４分団に各１台の合計５台を配備しております。購入後 15 年以上が経過し

ております消防車両は、第３分団のポンプ車が昭和 63 年に購入し、20 年目を迎えており

ます。また、第４分団が管理しておりますタンク車が昭和 60 年に購入し、23 年が経過をし

ております。 

 このタンク車につきましては、これまで大きな故障もなく使用してまいりましたが、購入

から 20 年以上が経過しており、老朽により一部不良の箇所があると聞いております。不

良箇所につきましては業者に点検させており、消防活動に支障を来すものではありませ

んが、かなり老朽も進んでいることから買い替えも含め、検討していく必要があると考え

ております。 

 次に、来年度の県の操法大会でございますけども、操法大会は消防団員の技術の向

上と、士気の高揚を図るため実施され、ポンプ車操法と小型ポンプ操法の２種類で行わ

れ、東員町は小型ポンプ操法の部で出場を予定しております。来年度です。現在、消防

団員の役員会において出場する選手について検討していただいており、次回の役員会に

おいて正式に決定されると聞いております。正式に決定いたしましたら団長からも報告を

いただけると思いますが、予算的なことも含め、準備を進めていきたいと考えております。 

 来年になりますと、操法大会に向けての練習も行っていくこととなり、出場する選手の方

やお手伝いする団員の皆さんの負担も多くなろうかと思いますが、できる限りの支援を行

ってまいりたい。そんな思いでおりますので、どうぞよろしくご理解のほどお願いを申し上

げます。 

 以上です。 

 ○議長（川杉美津江君） 近藤義憲議員。 

 ○１番（近藤義憲君） ありがとうございます。一応団員の構成ですけど、この中に公務

員 23 名とありますけど、役場の職員は何名ぐらい入っているでしょうか。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。23 名のうち 22 名が東員町役場の

職員です。 

 ○議長（川杉美津江君） 近藤義憲議員。 



 ○１番（近藤義憲君） 役場の職員さんが22 名入っていただいておるということは有り難

いんですけど、私がもう 25 年も前に消防団に入っていた頃と、だいぶ内容も違いますし、

万一いま地震防災のことでやかましく言われております。万が一起きたら消防団員として

活躍するのか、役場の緊急要請でされるのかで、96名のうち23名、役場の仕事が、役場

というか住民のそういう緊急の時にそちらが必要だといや防災だと、そういう住み分けて

いうか、その辺のことはどうなっているでしょうか。よろしくお願いします。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。その辺のことにつきまして、総務

部長のほうからご答弁をさせます。 

 ○議長（川杉美津江君） 近藤洋総務部長。 

 ○総務部長（近藤 洋君） お答えをさせていただきます。さきほども町長から答弁ござ

いましたが、町職員 22 名ということでございまして、その内訳といたしましては、１分団８

名、それから２分団が５名、それから３分団が１名、それから４分団が８名という状況にな

っております。火災だけですと、町職員も消防団として出動等やるわけでございますが、

地震等の災害になりますと、東員町に災害対策本部ということで設置されることになりま

すので、それぞれその所属する班単位での行動等も必要となってくるということでござい

ますので、そういった災害になった場合には、災害対策本部を優先をしていただきたいと

いうことで考えております。 

 極力、現在のその状況もあるんですけれども、団員さんの確保、そういった難しい点が

ございますので、結果的に現状 22 名という職員が、団員ということで活動しておるんです

けども、町といたしましては、極力職員が災害対策本部、各班で活躍できるようにというこ

とで考えておるというのが、いま現在の現状でございます。以上でございます。 

 ○議長（川杉美津江君） 近藤義憲議員。 

 ○１番（近藤義憲君） 火事のときは 90 何名要らないですけど、防災上、地震が起きた

場合に、その辺のことをきっちりやっておいてほしいと、後で消防団と軋れきが起きてもい

けませんし住民第一、その辺のことをお願いいたします。 

 それでいま部長も言われましたように、現在、団員の確保はどのように行われているん

か、お尋ねいたします。 

 ○議長（川杉美津江君） 近藤洋総務部長。 



 ○総務部長（近藤 洋君） 現在、東員町で４分団ございまして、その４分団の中でいろ

いろご推せんいただいて、消防団員という形でこちらのほうで任命させていただいており

ます。以上でございます。 

 ○議長（川杉美津江君） 近藤義憲議員。 

 ○１番（近藤義憲君） 任命するのはいいんですけど、選ぶ方法ですね、さきほどもお聞

きしました平均年齢 40.4 歳と、これが若いか年寄りかはどちらとは言いませんけど、今か

ら我々25年・30年前はもっと若かったし、いま96名中25名の自営者がいるということで、

商店が華やかし頃とは言いませんけど、皆、八百屋さんや魚屋さんや大工さんとか、現

在でもおみえになりますけど、みな協力して消防団に加わっておったわけですけど、その

辺も踏まえて、団員の確保に関しましては、一つの提案ですけど、この前もある企業が火

事を出して自衛消防団もありますけど、協力していただいとったんですけど、町内に限定

するとは言いませんけど、私の案ですけど、50 名以上社員がおって、地元に住んで地元

に勤めるんだったら、ひとつ町長はじめ、トップセールスとして会社との契約で、そういう

会社がこういう事態になったら、お宅さんとこ３名・５名出すようなシステムを少しつくって、

もう少し消防団員を若くして緊急に備えてほしいというのが要望です。町長、その辺どうで

しょうかね。団員募集に関して町内企業の。お答え願います。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えををいたします。 

 消防団員になっていただく方が非常に少くなくなってきておるというのは、お聞きをいた

しております。そんな中で、今まではついついその職員へというような格好にいってしまっ

ておったと思います。ただ私のほうに本当に困ったというような話は上がってきておりませ

ん。団員が退団されたときにですね、その補充で団員の幹部の皆さんが、自分のとこの

分団の中で適当な方をというようなことで探していただいて、推せんというような形で上が

ってきておりますので、どうしても補充ができないというような話は上がってきておりませ

んので、ついついそういうような格好になっていっておると思います。女性消防団はいろ

いろ募集公募をかけても、なかなか補充できないちゅうようなことは聞いておりますけど、

これから先程言われました、町内の大きな企業さんですね、自衛消防も持ってみえるの

も聞いておりますので、その辺も参考にしてですね、これから役場職員の団員も減らして

いくという考え方になろうかと思いますけど、その辺も十分研究をしながら、ご指摘いただ

いた方向で行けることでなれば、また、考えさせていただきたいと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いをしたいと思います。 



 ○議長（川杉美津江君） 近藤義憲議員。 

 ○１番（近藤義憲君） 次に消防車のことでお尋ねしたら、20 年近い、20 年以上経って

いるタンク車もあるということで、みな丁寧に使っていただいて大事に使っていただいてこ

こまで来たんですけども、一応耐用年数もあると思いますので、緊急のときに使えないと、

修理するにしたって結構かかると思うんですね。部品もなくなるということで、今は使える

けど、どうせ１～２年先に買われるんだったら、今こういうときに思い切りやっぱり安全・安

心のために、来年度予算あたりに１台 20 年以上経った車両に関しましてはですね、私、2

0 年経っておれば町民も納得して安全のために認めていただけるんじゃないかと、大事に

使っていただいたことは。悪いんだけど万が一の事に故障でも起きたら何しとったと言わ

れるし、どうせ２～３年後には買われるんだったら、予算の中で来年４月予算に組んで、

消防車が入ったら、消防団員の士気も上がると思いますので、ひとつよろしくご配慮のほ

うお願いします。 

 次に操法大会ですけど、来年度ということで、今からいろいろ消防団員長始めいろいろ

職員始めいろいろご苦労あると思いますけれども、大変えらい仕事で勤務しながら働きな

がら、夜また朝の訓練がある、体調いろんな面ありますので、万全の援助をしてですね、

県大会に優勝して全国大会に出るような、ひとつ支援をよろしくお願いします。 

 それでは、次へ移らさせていただきます。 

 三つ目、安心される元気なまちをつくると公約されました。その中で高齢者時代に備え、

介護の予防や生きがい対策を推進しようとうたわれています。町長、具体的な計画を１～

２点で結構ですので、お答え願います。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） 町長２期目の公約についてのご質問に、お答えをいたします。 

 安心・安全のまちづくり、その中でも高齢者の皆さんに対する事業としてですね、65 歳

以上の高齢者全体の中で要支援、要介護状態になる恐れのある虚弱の高齢者で、介護

予防事業の利用を必要とする対象者に対しまして通所、または訪問により要介護状態に

ならないようにその予防、または常態の軽減を目的として、介護予防事業を実施をいたし

ております。具体的には、現在も実施しておりますデイサービス事業と運動機能向上、認

知症予防教室など介護予防事業を実施しているところでございます。 

 また、元気な老人の方に対しましては、いつまでも社会の担い手として活躍できる場所

の確保として、シルバー人材センターの運営支援や、地域で自主的に取り組んでいただ



いておる元気老人サロン事業など、介護予防教室に向けた取り組みに対し、活動の育成

支援をし、今後も皆さんのご意見をお聞きしながら、内容・質・量ともに充実させていきた

いと考えておりますので、どうぞご理解をいただきますようにお願いを申し上げます。 

 ○議長（川杉美津江君） 近藤義憲議員。 

 ○１番（近藤義憲君） 今、町長にお答えいただいたことは、今現在やられていることで、

私の希望を言いますけど、この議会で３～４回ですけど、団塊の世代が退職されましてで

すね、今後高齢化が進むと、要介護・要支援になる前にですね。なる前って私もなる可能

性あるんで何とも言えませんけども、ひとつ心の健康と言うか、そういう心身ともに楽しめ

る温泉施設を何とかひとつ考えていただきたいと。 

 何も老人が寄って風呂に行くんじゃなし、シルバーの仕事を終わって帰るとか、女性が

エステのために通うとか、若い人が運動場で陸上競技場で走ったあと汗を流すとか、そう

いうこう楽しみながら進むですね、何かこう介護のほうと言われると、何か後ろめたい気

持ちになるんです。大きく明るい建物のなかでそういうジムもあり、そういう建物を何とか

老若男女が集えて、孫と子どもが遊べて、「ああ今日も１日終わったなあ」と言う、そういう

大きな具体的な夢計画ていうか、その辺、町長の任期中にやっていただきたいと。 

 私議員になったときにそれはいいことだけど検討します。研究しますで、もう３年半過ぎ

ましたんですけども、検討していただいているか、いただいてないか、金もかかると思いま

すけど、皆で選挙も近づいてきていろんなことありますけど、温泉どうなったんや、温泉ち

ゅうと何か古く感じますけど、結構聞きます。健康な人はなかなか言いませんけど、その

辺の考えですね。私これで３回目、温泉掘ってくださいと言うておったんですが、夢みたい

な話ですけど、具体的な政策ちゅうのはその辺でですね、元へ戻りますけど心のケア・美

容、そういう面含めたひとつ計画があるかないか、それだけお聞きしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。 

 以前からですね、まず温泉を東員町でも掘ってというようなお話はお聞きをいたしており

ます。特に中部公園、大きな公園もできたので、その公園に皆さんが来ていただける。そ

してその後、お風呂に入ってというようなことでですね、ずっとお聞きをいたしております。 

 なかなか現在のこの地方の状況、各自治体の現在の状況をこう見てますとですね、や

っとった温泉を一旦また中止しようかというような、県内でも情報も出てきておりますし、ま



た管理運営にも当然お金もかかるだろうというようなことでですね、躊躇をいたしておりま

す。 

 実はそれとも含んで以前から議員の中から、この中部公園一体を特に陸上競技場が絡

んで、あの陸上競技場を民間企業の力も借りてですね、極端なことを言いますと、その温

泉と従業員の健康管理という面も入れてですね、企業の力を借りて、そういうようなトップ

セールスを町長やれというような話でお聞きをいたしておりまして、実は東員町といなべ

市・桑名市、７つの企業、そして四日市大学のほうへ１箇所、回らさせていただきました。

トップセールスをさせてもらいました。 

 そしていろいろご意見を伺ってまいりました。まず陸上競技場、２種公認の陸上競技場、

あの立派な施設、全国で町としては１箇所こそないちゅうご指摘もいただいておりますけ

ど、それを何とか有効利用を図っていただける、大きなデンソーさんをはじめ神戸製鋼さ

ん、それからトヨタ車体さん、そして桑名では東洋ベアリングさん・日立さん・富士通さん、

そして東員町の東洋ゴムさん、お願いをしてまいりました。デンソーさんとかトヨタさん、こ

れぐらいの大きくなりますと、自分とこの企業でそういうものはある程度対応しておると、

でなかなか特にトヨタさんとかデンソーさんはですね、「私とこはいなべ市ですので、いな

べ市からお願いなら、ある程度は考えんならんけど、東員町やでね」という話も、実は聞

かさせてもらいました。で、「そんなこと言わんと何とか検討してくださいよと、デンソーさん

も陸上部を持ってみえるんだから」という話もさせてもらったんですけど、皆さんご承知の

ように先だって国際大会、大阪の陸上大会がございました。結果見ていただきますと日

本の成績、特にトラック競技、散々たる常態でございます。 

 で、デンソーさんの言われることはですね、日本の体力ではとてもやないけども、トラッ

ク競技に対しては選手育成をしてもですね、なかなか結びつかない。私とこは女子の長

距離に力を入れてますと、特にマラソン・駅伝、そういうもの年間に数億円という金を出し

てやってますと、しかしながら一流選手になりますと、日本の選手でも半年間外国で強化

をさせてますと、国内ではさせてませんと、国内でさせてもだいたいが北海道を中心です

と、本土ではなかなか難しいですというようなことからですね、東員町の陸上競技場をメイ

ンにして、強化をやるというのは非常に難しいですとお聞きをしてまいりました。 

 ベアリングさんは、これも男子の長距離、マラソン・駅伝が強いです。これは桑名の大山

田の陸上競技場をメインにして使用させていただいております。ちょうど会社から走って

桑名の大山田に行くのにちょうどええ距離ですので、そちらでやってますと、それもそんな

こと言わないで東員町もですね、是非使っていただきたいし、これからも何らかの縁でと

いうことをお願いしてきたんですけども、非常に厳しいです。 



 で、温泉の話もさせてもらいました。そういうことで来ていただくんであれば、東員町もい

ろいろ議論をさせてもらいますのでというお願いもしてまいりました。しかしながら、大変

難しいです。そういうことでですね、少し長くなりますけど、今年から地方分権の第２期が

始まろうとしています。19 年から 21 年まで３年間かけて国は検討すると、その中で 22 年

から第２期の改革をやると、当然その中にはこれも報道されてますけど道州制も含んで

おる。新しい合併も検討に入ってます。そういうことで２期改革の見通しもみないと、今や

たらにいろいろのことを手がけるということは大変厳しい。ちょうどこの議会が 18 年度決

算です。決算の中身をですね、皆さん十分見ていただきたいと思います。どんな状況にな

ってきておるか、前年度から比べてどういう状況になっておるかをですね、一度決算でい

ろいろ議論をしていただきたいと思います。 

 決して楽になってない。厳しくなってきていますので、その辺も見ていただきまして、しか

し、夢のないのはあきませんので、そういう温泉を中心にしてですね、ご老人の方の新し

い施設、保健福祉センターも含んだ将来の夢も入れながら、一度検討させてもらいます

ので、ご理解をいただきたいと思います。以上です。 

 ○議長（川杉美津江君） 近藤義憲議員。 

 ○１番（近藤義憲君） 夢が現実になってほしいと思います。老人・国保いろんな福祉に

関する保険料がものすごく負担になっております。心の健康ひとつ医者へ行く代わりに温

泉へ行けば税金も使わないと思いますんで、目に見えない、その数字に表れない健康と

いうことをですね、数字に出ませんので難しいんですけども、ひとつ温泉のことも多分私

は道州制になる前に、町長の任期中に温泉を掘って、名を残さんなんだけど、温泉残し

たという町長になってほしいと思いますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 それと、商工会のことですけど、町はそういう状態になる。それがいいか悪いかは、消費

者はいいか悪いかとして、町の防災のことを考えれば、皆それぞれの町を愛して頑張って

きた人間が少なくなるというのは、今後どういうふうになるかと、そういう問題もありますの

で、以上、三点いろいろご質問いたしましたけど、ひとつよくご検討のうえ、またの機会に、

次のときには楽しい提案をしたいと思いますので、よろしくお願いします。以上で質問終わ

ります。 

 


