
○１２番（伊藤 守一君）   皆さん、おはようございます。 

 この定例会で幸運な一番くじを引きました伊藤守一でございます。どうかよろし

くお願い申し上げます。 

 ２月５日の議会選挙において２３名が立候補され、大激戦の中、１４名が町民の

審判を受け、議会へ送っていただきました。１４名の方がさまざまな施策を訴えて

選挙戦を行ってきましたが、皆さんの思いは、今後も東員町が安全・安心なまちづ

くりに邁進されることと確信しております。行政と議会は車の両輪と考えますが、

是は是、非は非で大いに議論しながら、皆様の代表として、また、東員町議会とし

て恥じぬよう、えりを正してまちづくりに努めてまいりますので、よろしくお願い

申し上げます。 

 それでは一般質問の通告どおり、第５次総合計画について、細かく４点、それと

放課後児童クラブについて１点、質問させていただきます。 

 まず１点目につきましては、総合計画の２部の２章、ページでいきますと３５ペ

ージでございますけども、人口と就業構造の推計で人口の維持と生産年齢、人口の

増加を図っていきますと述べてありますが、町が単独で自立していくならば、財政

基盤の確立が重要と考えております。そのため、人口減少の歯止めは必要な施策で

ございます。 

 現在進めております住宅促進条例は、大変効果があると確信しております。この

制度は平成２５年３月末で終わりになる制度でございますが、それ以降もぜひ取り

組む必要があると考えますが、町長のお考えを伺いたいと思います。 

 ２点目でございます。２部２章、３９ページ、土地利用の基本方針でございます

けども、商業系市街地の形成として、東員インター付近の商業施設の導入をと書い

てありますが、これも４次計画の延長のような感じで書いてありますけども、特に

今、更地になっておりますイオンのオープンに向けた進捗状況を伺います。 

 またそれと関連して、大変イオンと関係していると思うんですけども、東海環状

自動車道（仮称）東員インターの２０１５年のオープンと聞いておりますので、そ

の進捗状況も伺います。 

 ４点目でございますけども、３部、情報化の推進、１３０ページでございますけ

ども、町民の方の情報発信として、広報紙やプラムトピックス、ホームページ、メ

ール配信等で行っております。特にプラムトピックスにつきましては、昨年７月か

らデジタル放送化に伴い、また行財政改革もあり、町放送から民間の有線テレビ放

送サービス会社に委託し、個人の契約でデジタルテレビ、プラムトピックスを見て

いただいております。 

 しかしこの放送サービス会社の社長は某ゼネコン会社の親族であり、その企業に

つきましては、会社更生法を申し立てて、再建されております。しかし、やはり町



民の方から大丈夫かなという声をいただきますので、町としてのお考えを伺います

ので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   おはようございます。 

私からもよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

まず、伊藤議員の第５次総合計画についてのご質問にお答えをいたしたいと思い

ます。 

まず初めに住宅促進事業の今後の取り組みにつきまして、出生率の低下と平均寿

命の伸びにより、本町におきましても少子高齢化が進みますことから、安全で安心

して暮らせる住みよいまちづくりを目指し、現在の人口を維持するとともに、生産

年齢人口の増加を図る目的から、平成１８年度から平成２０年度までの３年間、「東

員町定住促進奨励金の交付に関する条例」に基づきまして、人口の増加を図ってま

いりました。 

 また、平成２２年度から平成２４年度までの３年間につきましては、新たに「東

員町若者定住促進奨励金の交付に関する条例」を制定し、本町への若者の定住促進

並びに本町の住宅取得者及び人口の増加を図っております。 

 今後は、平成１８年度から実施しました定住促進奨励金制度と平成２２年度から

３年間実施しております若者定住促進奨励金制度の検証を行い、可否の判断をさせ

ていただきたいと考えております。 

 続きまして、イオンリテール株式会社の（仮称）東員町スーパーセンターの進捗

状況についてでございますが、平成１９年１１月２９日に開発行為の許可を受け、

平成２１年１１月２６日に工事着手届出書を提出されて造成工事に着手されました。 

 造成工事は建築物との関係もあり、一部完成しておりませんが、ほぼ終えており

ます。建築物につきましては、東日本大震災の影響により、イオンリテール株式会

社の経営計画の見直しがなされ、東員店の規模等の最終検討がなされておりまして、

平成２６年の春ごろの開店を予定していると聞いております。 

 次に、東海環状自動車道東員インターについてお答えを申し上げます。 

 まず、東海環状自動車道でございますが、東員インターから四日市北ジャンクシ

ョンまでの開通予定は、平成２７年度（２０１５年度）となっておりまして、現在、

長深丘陵部北の路体盛土工事等を施工されておりますが、間もなく橋梁上部工事等

に入ると、国土交通省北勢国道事務所より報告をいただいております。 

 また、関連する新名神高速道路でございますが、四日市ジャンクションから四日

市北ジャンクションまでの開通予定は、こちらも同じ平成２７年度で、現在、用地

取得率が６８％、工事発注１５％と、事業主体であります中日本高速道路より伺っ

ております。 



 このことによりまして、平成２７年度には東員インターから新名神高速道路を経

由して、大阪、名古屋方面への通行が可能というものと考えております。 

 次に、町内でケーブルテレビ事業を行っている株式会社ラッキータウンテレビに

ついてでございますが、事業開始当初は株式会社水谷建設と株式の関係がありまし

たが、平成２１年に減資を行い、現在は水谷建設とは親会社、子会社、関連会社と

いった関係や、水谷建設がラッキータウンテレビの経営に参画しているということ

はなく、ラッキータウンテレビから見ると、水谷建設は一顧客としての営業関係に

なると聞いております。町といたしましては、行政情報番組の放送をお願いすると

ともに、今後もよりよい放送を続けていただきたいと考えております。 

 よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   伊藤守一議員。 

○１２番（伊藤 守一君）   住宅促進条例につきまして検証を行うのも当然と

思いますけども、若干、その前の平成２１年度は空白期間があったはずですね。そ

の時の人口は平成２１年４月と平成２２年４月を比べると、やはりマイナス１５０、

それはいろんな要素があるので、その時の世界の状況もいろいろ、日本の経済の状

況もあるので。 

 それで平成２２年度、若者住宅促進条例が始まって１年目につきましては、マイ

ナス８１名、平成２３年度が３月まだ終わってませんけども、２月でプラス４７名、

多分もうこの条例がないと、毎年１５０マイナスになっていくのかなと思うんです

わ。 

 その辺は今までの３年間の推計、３年間で２３５件でしたか、その推計もあるの

で、その中身によって当然検証されると思うんですけど、平成２１年度で１５０名

減少したという内容を比べて、若者定住促進条例をどうされるのか、もう一度伺い

たいと思いますので、ひとつよろしくお願い申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   人口につきましては、これを始めましてからも、今

ご指摘のように凸凹がございます。それで今まだ現在続いておりますが、これも含

め、そしてその前の３年間も含めて、本当にこの条例を出して効果があったかなか

ったかということを慎重に議論をし、検証をしていきたいと思っております。一時

的に出す、そして特定の方に出すお金でございますので、税金である以上、慎重に

検証をしていかないといけないというふうに思っております。本当に効果があるも

のであるならば、また続けていかなければならないというふうに思っておりますが、

まず平成２４年度では、きちっとした検証をさせていただきたいというふうに思っ

ております。 

○議長（南部 武司君）   伊藤守一議員。 



○１２番（伊藤 守一君）   平成２１年度でマイナス１５０人だったという実

績もあるので、私の思いもございますので、人口については２万６，０００人がい

いのか、２万５，０００人がいいのか、その辺の検証も役場ではやってみえると思

うんですけど、私はもう若者住宅促進条例は絶対必要と考えておりますので、その

辺はひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 それとイオンさんの関係というのは、大きな企業でございまして、私らも今の話

では平成２６年のオープンに向けてという話がございましたけど、雇用も期待して、

地主さんの協力があったことも思い出して、早くのオープンをと思っておりますけ

ども、イオンさんがオープンするに当たって、大安のイオンのことはどうなのかな

とよくお尋ねがあるんですけど、その辺は何か情報がありましたら、ひとつよろし

くお願い申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   実は余り正確な情報というのは少ないというふうに

申し上げなければいけないかなと思うんですが、長深のイオンそのものが、今まで

の発表されていた形とは少し違って、少し大きくなるようなお話も伺っております

けれども、大安につきましては正確なお答えはいただいておりませんし、平成２６

年の春というのも、多少前後があるかもしれないというようなお話も伺っておりま

す。平成２６年春よりもおそくなることは多分ないかもわからないなと思っており

ます。ひょっとすると少し早くなるかもわからない。ただし、これは我々がやるこ

とではなくて、イオンさんがやられることですので、正確に情報をいただくのをお

待ちしている、こういうところでございます。 

○議長（南部 武司君）   伊藤守一議員。 

○１２番（伊藤 守一君）   当初、平成２１年のオープンで私ら説明いただい

ております。その後、何か制度が変わる際に延ばされて、東員町としての立場とい

うのは、大きなイオンさんの組織でございますので、これだけの力がないのかなと

思うんですけど、その辺はもっと町のほうから強烈にご意見を言って、そういうの

は難しいのですかね。その辺ちょっとお聞きしたいんですけど。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   平成２１年オープン予定だったと今お聞きしたんで

すが、私も去年就任させていただいたばかりで、これにつきましては、その辺の事

情もわからずに引き継がさせていただいたんですが、当町といたしましても、今、

議員ご指摘のようなご趣旨でございますので、その辺のことは申し入れをさせてい

ただいておりますけれども、先ほどの答弁でも申し上げましたように、東日本大震

災で遅れたというようなことも、昨年みえた時におっしゃってみえまして、遅れる

ということなんですが、もう一つ、この地域で一番を目指したいというようなこと

も、チラッチラッと言っていただいておりまして、できるだけすばらしいものをこ



こへつくりたいんだという意味の発言も聞いておりますので、我々としても期待を

させていただきたいというふうに思っております。 

○議長（南部 武司君）   伊藤守一議員。 

○１２番（伊藤 守一君）   イオンさんは多分、私は東員インターのオープン

を見てみえるかなという感じは、ものすごく強く持っているんですけども、今、平

成２４年ですね、あと２年あるんですけども、某会社を東員町に導入した時のよう

に、まだちょっと早いんですけども、これからだと思うんですけど、雇用の面につ

いて、東員町の方を優先して雇用するというような話し合いもできると思うんで、

その辺も一度確認したいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   ご趣旨の意味で、当然町内の方の雇用ということは

強く要望してまいりたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   伊藤守一議員。 

○１２番（伊藤 守一君）   ４点目の有線テレビ放送、ラッキータウンテレビ

ですけど、３年間、私らは前納で視聴料を納めております。親元の会社の関係もあ

ると思うんですけど、今は町長言われて、全然関係ないということで安心しておる

んですけど、インターネットでパッと見ても、資本金が４億５０万円、社長がだれ

だれ、それだけしか出てこないんですわ。町も株式の一員と思いますけど、経常利

益とか、そういうのはどれぐらいの範囲であるのか、教えていただきたいと思いま

す。 

○議長（南部 武司君）   日置総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   お答えいたします。 

 東員町も先ほど議員申されましたように、ラッキータウンテレビの１株所有をし

ておりますので、一株主ということでございますけども、経常収益については資料

を持ち合わせておりませんので、ご勘弁願いたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   伊藤守一議員。 

○１２番（伊藤 守一君）   株主の決算報告なんか、後でいただけますか。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   後からまた資料を届けさせていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（南部 武司君）   伊藤守一議員。 

○１２番（伊藤 守一君）   今、株式の話が出ましたけど、心配してみえる方

がある、窓口に来てみえると思うんですけど、町も９月か１０月に今まで広報を出

してました、バランスシート、そういうのも一緒に出ないんですかね。ちょっと見

ると、経営のわかる方がみえますので、多分窓口に来てみえると思うんですわ。そ

ういうのはどうですかね。発行できないですかね。 



○議長（南部 武司君）   日置総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   お答えをいたします。 

 決算の内容について、役場の窓口にみえた方は今までございませんし、決算の内

容を一般住民の方にお見せするのはいかがなものかというふうに考えております。

町の株主ということで、町長お答えさせていただきましたように、決算資料はお渡

しはさせていただきますけども、一住民の方に資料をお渡しすることは差し控えた

ほうがいいというふうに考えております。 

○議長（南部 武司君）   伊藤守一議員。 

○１２番（伊藤 守一君）   決算資料を見せていただいて、また判断させてい

ただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

 それでは２点目の放課後児童クラブについて、質問させていただきます。 

 ほとんど新聞報道で私は知ったんですけども、２４日の新聞報道で「県の当初予

算の児童クラブの補助金、１２％減額」という内容です。県議会の本会議の一般質

問でも、市町の要望にこたえられないと知事が述べられております。また、東員町

に対して県補助の１２％に当たるのは金額でどれだけなのかと。また、他市町のよ

うに、基準どおり支給する要望書の提出を行わないか、町長に伺います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   放課後児童クラブについてのご質問にお答えをいた

します。 

 放課後の留守家庭の子どもたちに対して、適切な遊びや生活の場を確保し、健全

な育成を図ることを目的に、本町では行政が施設などの場所を提供し、運営は父母

会に委託する、いわゆる「公設民営方式」で、子育て支援対策の一環として、順次、

施設の整備を行い、現在では町内６つの小学校区に、すべて放課後児童クラブの設

置が完了しておりまして、現在、１８３名の子どもたちが利用をいたしております。 

 また、運営面でも行政としてしっかりと支援を行ってまいりまして、父母会の協

力を得て、児童クラブも安定した運営が、ようやくできるようになってまいりまし

た。 

 しかし、この安定した運営も、国県から基準額の３分の１ずつの補助金を全額受

けるということが大前提で成り立っておりまして、今回の三重県の補助金削減案は

余りにも唐突であり、その影響も大きいことから、大変遺憾に感じているところで

ございます。 

 私どもも、当初予算におきまして、国県の補助金として既に１，２２６万３，０

００円の歳入予算を計上いたしておりますが、三重県が発表した新年度の放課後児

童対策事業補助金を、国県がそれぞれ１２％ずつ削減されるとしますと、１，０７



９万１，０００円となり、影響額は合わせて１４７万２，０００円の減額になるも

のと考えております。 

 実は私も２月２１日、鈴木知事と直接お会いをいたしまして、補助金削減のしわ

寄せは当該の自治体が受けることになり、市町も財政難であります。県も財政難な

ら市町も財政難ということでありますので、補助金の十分な確保をされるよう、直

接申し入れをさせていただきました。 

 さらに２月２７日付で、再度、放課後児童クラブへの入所希望が年々増加してい

る中、児童の安全・安心な居場所を確保するため、本来の補助基準どおり、毎年、

必要な予算措置を講じられるよう、要望書の提出もさせていただいたところでござ

います。 

 いずれにいたしましても、今回最も影響を受けるのは学童の子どもたちであり、

そしてその保護者の方々でありますから、今後、県に対しましては適切に対処され

るよう、引き続き要望をしてまいりたいと思っておりますので、議員の皆様におか

れましても、よろしくご支援のほど、お願いを申し上げたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   伊藤守一議員。 

○１２番（伊藤 守一君）   １２％の補助の減額の試算は１４７万円でよかっ

たですか。 

 それでは町長が要望に行ってみえるのも私は聞いてないもので、申しわけなかっ

たんですけど、通告したとおりでございますので、優しく書いてあるんですけども、

もともと県がなかったら１４７万円は町で持つというのが、私の本来の考えであり

ます。なくて町で持つんやという考えはどうですか。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   こんなことを言うといけないのかもわかりませんけ

ど、恐らく県は今年度につきましては予算も成立して、今年は苦しいと言ってます

ので、今年度につきましては戻るということはないんだろうなということも、予測

というか、その辺も考慮に入れまして、この分は町で負担をしていくという方向で

考えております。 

○議長（南部 武司君）   伊藤守一議員。 

○１２番（伊藤 守一君）   ３月８日の新聞なんですけど、県議会で附帯決議

で出せといっているのが、だんだん変わってきて、委員長報告で求めるというふう

に変わってきました。途中で予算補正があるようなないような文章で書いてあるも

ので、今の町長の答弁で、町で持つんやという認識があるので私は安心しておりま

すけども、働く若い方にはそれなりの支援をして頑張っていただきたいと、私もず

っと思っておりますので、若い方が頑張っていただければ、私ら団塊の世代でござ

いますけども、安泰でおりますので、その辺考えて、またさらに努力していただく

ようにお願いしますけども、特に後の３月５日の議運で私はわかったんですけども、



ほかの議案についても出生祝金ですか、小中学校の入学祝金も、若い方に頑張って

いただくというのは、ずっと私は思ってます。町長も思ってみえると思うんですけ

ど、その辺はずっと慎重な審議をさせていただきますけども、若い方のご支援をよ

ろしくお願いしまして、町長、何かありましたら。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   若い方に頑張っていただくということは、私も強く

思っておりますし、子育て支援中のご両親というのは非常に厳しい状況にあるんだ

ろうなということを思っております。 

 そんな中で、私は子どもが生まれて、そして少なくとも中学校を卒業するまでは、

きちんとした政策を町では打っていきたいというふうに思っております。 

 例えば医療費は、今回県は小学校６年生まで無料ということを打ち出しましたが、

当町ではもう既に中学校３年生まで無料というふうにしておりますし、生まれてか

ら卒業するまでをきちっとしたい。 

 例えば今、課題が、当町では保育園・幼稚園の待機児童ゼロということを打ち出

しておりますが、なかなか保育士さん、幼稚園の先生が集まりにくい状況でござい

まして、その辺の問題、課題は何なんだろうなということでいろいろ考えたところ、

突然の入所ですと臨時の先生を雇わなければいけない、そういうところにちょっと

賃金が低いのではないかというようなところもございまして、今度上げさせていた

だこうということも考えておりまして、そんなこともひっくるめて、要は生まれて

から卒業するまでの手当てをきちっとしていくということを考えておりますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   伊藤守一議員。 

○１２番（伊藤 守一君）   東員町の制度として、住宅促進条例も見て、若い

方がいろんな情報を見て、桑名はこんなんない、四日市もこんなんない、東員町に

はあるという、目玉として若い人が喜ぶ制度は残していきたいと思っております。

その辺も十分検討いただいて、東員町をすばらしいまちにしていきたいと思います

ので、ひとつよろしくお願い申し上げまして、終わります。 


