
○議長（三宅 耕三君）      ただいまの出席議員は１６名であります。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 ２番、木村宗朝議員。 

○２番（木村 宗朝君）   今回は、３点について質問いたします。 

 まず１つ目でありますが、まちづくりのビジョンについてであります。東員町の今後のま

ちづくりについて、町長にお伺いします。 

 町長は今年１月の広報「とういん」で、新たなまちづくりに向けてということで、６つの抱負

を述べてみえます。 

 １、災害に強いまちづくりとして、木造耐震診断、耐震工事、防災情報システムの充実。

２、安心・安全なまちづくりとして、地域包括支援センターの整備、保幼一元化の推進。３、

都市基盤の確立を通して便利で快適なまちづくりとして、住宅政策の推進と企業誘致。４、

社会経済情勢に対応できるまちづくりとして、第４次総合計画の再構築。５、協働のまちづ

くりとして、町民協働活動委員会での検討。６、公共交通を活用したまちづくりとして、オレ

ンジバスの運行と北勢線の利便性向上であります。 

 しかし、これは行政の職員も考える具体的な施策であると思います。 

そこで、町長には、町長として今後東員町をこんな町にしていきたいといったビジョンと

いうか、理想、夢を語っていただきたいと思います。 

 行政の職員には、リアリズムはあっても、都市ビジョンとかロマンを持つ必要はありませ

ん。行政は助役に任せておいてもいいが、首長というのは助役には絶対にできません。

逆に政治家は、そういう理想とかロマンとか、都市ビジョンに燃えていなければいけないと

思います。ただし、私が今後と言ったのは、町長の任期はあと５カ月ほどでありますので、

今回で終わりと考えてみえるなら、あと５カ月では何もできないと思いますので、そのよう

な必要はありません。あと１期、町長としてこんな東員町にしたいということであれば、意

思を明らかにして、まちづくりのビジョンを語るべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 



○町長（佐藤 均君）   木村議員から、私のまちづくりについての思いと申しましょうか、

構想についてお尋ねがございましたので、ご答弁を申し上げます。 

まず、ご質問にございましたように、まちづくり構想をご答弁させていただくにつきまして

は、皆さま方に多大なるご支援を賜りまして、町長に就任させていただき、来年の４月で、

早１期４年を迎えようとしております。 

この間、皆さま方にはご支援やご協力をいただき、お約束をさせていただきました多く

の事業に着手させていただくことができましたことに厚く御礼を申し上げます。 

残す任期は５カ月余りでございますけども、全力投球で諸事業に取り組んでまいります

とともに、来期も引き続き、町長として町の発展のために多くの汗を流す思いであることを

お伝えし、ご質問にお答えさせていただきます。 

今、我が国では少子高齢化や著しい人口の減少、緊迫する財政等によりまして、地方

の個性が失われつつあるのではないかと感じるところでございます。地方の活性化の源

であった「地域」「農業」｢交流｣「環境」「個性」といった必要なもののバランスを失っている

ことが、人々が自然や地域の中に、なじんで共生できるような環境のもとで、ゆとりのある

生活ができなくなり、地方の衰退に、さらなる拍車をかけているのではないかと思うところ

でございます。 

しかし、我が町は、皆さま方や先人の方々のご尽力によりまして、生活基盤整備や生

活環境整備が図られ、住環境や住民福祉も向上し、住みやすい町を築いてまいりました。

さらに、この町を大切にし、まちづくりを進めるについては、地域ごとの特徴を生かした構

想をうち立てる必要があるのではないかと、考えるところでございます。 

例えば、北部地域は住宅開発によって整備をされ、約３０年が経過し、その成熟度を高

めつつある中で、現在の市街化区域をさらに拡大し、北勢線以北を住宅地としていく。ま

た、南部地域は、東海環状自動車道の整備や第二名神自動車道計画を有しまして、今、

大規模店舗の進出が予定をされている中であり、町の新しい玄関としての機能を担うとと

もに、集落介在農地を利用した、住民参加型農業をあわせて確保するといったことでござ

います。 

農地の利用につきましては、農地は単に自給自足や出荷をするための農産物をつくり

出すために使われる場ではなく、住民との交流、自然とのふれあいの場を提供する機能

もあり、土に親しむ機会や、作物をつくる喜びを提供することも必要ではないでしょうか。 



農家における高齢化、担い手や後継者不足のために、営農への支援策がとられては

おりますが、将来的に、農地を維持するにも、住民の中には、農業技術を有する方や農

業への参加により、余暇や余生を有意義に過ごしたいと考える方も、少なからず存在され

ると思っております。行政や農業団体が積極的に条件整備を進めていけば、住民参加型

農業の実現は、可能ではないでしょうか。 

今後のまちづくりの視点は、取り巻く社会経済状況、都市化傾向の強まり、情報化社会

の到来などをあわせて考える必要がございます。そして、大枠のビジョンを持ちながら、社

会変化が想定される中で、柔軟に対応できる仕組みを取り入れなければならないと考え

ているところでございます。 

居住環境の整備、道路交通網の整備、生活安全の確保は、住民の日常生活を支える

必須のものでございまして、より利便性の高いものに整備を図ることが必要であり、暮らし

の土台づくりを核とした施策の展開が、求められていると考えます。 

大きな意味での思いを申し上げましたが、さまざまな課題は、無いわけではございませ

ん。申し上げましたことにつきましては、「夢」と申されるかも知れませんが、木村議員がお

っしゃるように、夢を持つことや語ることは大切であると思います。私も今後、夢をかなえ

るためには、これまで以上に汗を流してまいる所存でございますので、ご支援賜りますよ

う、お願いを申し上げます。 

以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      木村宗朝議員。 

○２番（木村 宗朝君）   大きい夢を、と言われましたけど、もっと大きい夢でもいいので

はないのかなというふうに思います。 

 それと、３年半やってみえて、改革というのはもっと早く進めるべきではないかなという思

いでおります。具体的には、なぜそう感じるかといえば、町の活性化のためには、町内に

おける経済活動も重要な施策であると考えます。大山田団地から東員町の方へ帰ってく

る途中、サンシパークをはじめ、桑名市までは最近特に飲食店が多く建ち並んできました。

そして、東員町に入った途端にパタッとなくなるという光景であります。もちろん、東員町も

飲食店はありますが、つまり飲食に伴う経済活動は、極端にいえば、東員町の人が稼い

だ給料を桑名市で消費されるということになります。もちろん、それに伴う税収も桑名市に

入ります。このこと一つとっても、東員町に本当に夢があるのか。もっと東員町も早く改革

というか、そういうことを、経済だけをとってもやるべきではないかなというふうに思いま

す。 



 企業誘致をしたいという思いも、リスクが少ないといって民間に任せていいのかというふ

うに思います。本当に企業誘致を町長がしたいというのであれば、町長が先頭に立って企

業誘致をするべきだというふうに思います。例えばイチローが、来年は４割打つぞと、こう

いう大きな目標を立てる。これはだれも笑わないと思うんですね。大きい目標に向かって、

それをやろうとする。そういうことが必要だというふうに思いますので、町長として、町長の

言葉で、もっと夢を語っていただきたいと思います。どうでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 先ほどもご答弁させていただきましたように、いろいろの課題と申しますか、非常に難し

いところもございます。確かに今、桑名市のカインズ、サンシパーク、あの付近から東に、

飲食店が、それこそ連担をしております。東員町へ入った途端に、それこそ昔流の田舎と

申しますか、そんな状態は私も目の前でございますので、十分承知をしております。しか

しながら、東員町の場合は課題があると申しますか、そんな状況でございます。 

 そんな中で私どもとしては、そしたらどういうふうに今後生きていく道を、ということですけ

ど、民間の活力と申しますか、民間の力を今後は借りながら、行政でできることが何があ

るかということを、十分夢も入れながら、研究をさせていただきたいと思いますので、どう

ぞご指導、ご鞭撻をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      木村宗朝議員。 

○２番（木村 宗朝君）   今、町長に質問をした件で、まちづくりに関することですが、都

市計画審議会についてですので、担当の総務部長か建設部長でも結構です。都市計画

審議会というのがあります。これは先ほどの話のことを審議するというところだと思います

けれども、私も議員ということで入っているのだと思いますが、都市計画審議委員として、

総務部長、建設部長の事務局２名を含め、議員が４名、自治会長の中から４名の合計１０

名で構成されております。任期が２年で、平成１７年７月１日から平成１９年６月３０日まで

でありますので、既に１年半が経過をしておりますが、１回も会議が開催されておりません。

この都市計画審議委員というのは、町が計画をつくったものを承認するところなのか、あ

るいは、まちづくりについての都市計画を実際に審議するといったところなのか、どちらな

のかをお聞きしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      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。 

 都市計画審議会の委員になっていただいておるということでございますけれども、現在、

平成１７年４月から総務部の政策推進課の方へ事務が移されておりまして、それ以来１回

も開かれていないということでのご質問でございますけれど、都市計画審議会につきまし

ては、いろんな案件があったときに開くという形で、約２年間、１回も開かずに経過したと

いうことでございます。 

都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用ということで、現在、東員町

の中央地区でございますけれど、まちづくりを進めておるところでございまして、今までは

その案件がなかったということで、審議会におかけをさせていただきませんでしたけれども、

今後、東員町の中央地区のまちづくりの推進をする中で、審議会の委員の方々にお集ま

りをいただきまして、お知恵を拝借する機会があると思いますので、その点につきまして、

よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      木村宗朝議員。 

○２番（木村 宗朝君）   案件がなかったということですけど、なかなか進まないというこ

とも、いろいろ一般質問の中でも出てると思うんですけど。企業誘致にしても、ジャスコの

問題がそこに該当するかどうかわかりませんが。あるいは、市街化にどんどんしていくと

いうようなことも、案件がないことはないと思うんですが、もっと審議会というんですから、

審議委員会で審議するなり意見を聞くなり、そういう場をどんどん持っていくべきではない

かと思うんですが。案件がなかってもやるべきだと思いますが、どうですか。 

○議長（三宅 耕三君）      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。 

 従来までですと、そういった案件があるということで審議会を開かせていただいておりま

したけれど、現状としまして、先ほども申し上げましたように、東員駅北側一帯の地域の開

発とかジャスコとか弁天山、今後、都市計画上、変化する時期に来ておりますので、これ

までは開いておりませんでしたけれども、将来に向けていろんな計画という段階で、委員

の皆様にも知っていただく、いいお知恵を拝借するという立場から、また開いていきたいと

思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      木村宗朝議員。 



○２番（木村 宗朝君）   次の２点目にいきます。 

 中部公園の管理棟と売店について、建設部長にお伺いします。 

 何をつくるにしても、最初から完璧なものはできませんし、家を建てるにしても、３軒建て

ないと理想の家はできないそうであります。 

中部公園に売店が欲しいといった要望はよく聞きます。最初、設計の段階では、売店も

野外ステージもあったようでありますが、公園建設の反対運動とともに設計図からなくなっ

たと聞いております。以前も質問しましたし、同僚議員も何人か質問していると思います。

売店をつくることに関し、検討するといったようなことでしたので、現在の状況がどのように

なっているのかをお聞きします。 

 また、管理棟に研修室があります。会議を、あの研修室で余りしていないようにも思いま

すが、現在、研修室での会議の使用状況をお答えいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   中部公園の管理棟と売店に関するご質問にお答えをい

たします。 

まず、管理棟の研修室の利用状況につきましては、開園以来３１回、延べ７０１人で、１

カ月に置きかえますと、約１回、２８人の方々にご利用いただいております。 

次に中部公園の売店計画につきましては、管理棟を他の用途に利用するには、それぞ

れ利用形態等が異なり、利用スペース等が制約を受けることから、管理棟以外の場所で

ご要望におこたえをできないか、現在も検討を行っており、単に公園利用者だけでなく、多

目的利用も視野に入れ、担当課や関係団体等と運営方法についての協議、検討を引き

続き行ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いします｡ 

○議長（三宅 耕三君）      木村宗朝議員。 

○２番（木村 宗朝君）   もう一つ伺います。 

 どこのゴルフ場へ行っても、スタートホール付近にクラブハウスがあります。管理棟での

仕事は、パークゴルフの受け付けが主な仕事だと思います。そこで、管理棟の位置が現

在のところではなく、しゃくやくコースと梅コースのスタートの位置にあった方が管理の面で

よいのではないかと思いますが、建設部長はどう思われますか。 



○議長（三宅 耕三君）      太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   先ほどのご質問は、パークゴルフの受け付けをゴルフ場

の近くへ持っていったら、というようなご質問だと思います。公園には遊具、つくっていただ

きましたバーベキュー施設など、全体的に見渡せるということで、今現在の管理棟の位置

づけということでなっております。 

 それともう一つは、管理人にはパークゴルフの受け付けだけではなく、全体的な管理も

してもらうということで、中央でお願いしておりますので、今のところで続けていくということ

で、ご理解のほどお願いを申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      木村宗朝議員。 

○２番（木村 宗朝君）   あそこの方が全体の管理をしやすいということですが、主な仕

事はパークゴルフの受け付けかなと思うんですよね。研修室は先ほどの話で余り使って

みえない。会議は役場でもできると思いますので、見ておると、主な仕事はパークゴルフ

の受け付けだと思います。バーベキューも、受け付けの作業としては、それほど必要では

ないと思います。 

 スタートの位置にパークゴルフの受け付けがあることによって、パークゴルフの使用者も

やりやすいし、もう一つのいい点は、あそこへ持っていくことによって、駐車場が陸上競技

場の駐車場へ駐車をして、北へ向いてまっすぐ歩いてくれば、クラブハウスというか、パー

クゴルフの受け付けのところへ行けるのではないかと思って、あそこの方がいいのではな

いかと思います。管理棟を売店に改造してはどうかと思います。管理棟を売店に改造して、

パークゴルフの受け付けを南へ持っていった方がいいのではないかなと。売店は新しくつ

くるとすると、どれだけの予算がかかるか、金額が出てたら教えていただきたいのですが、

それよりも安価にできるのではないかなと思うし、便利になるのではないかなと思って、こ

ういう提案をしておるんですけど、部長はどう考えてみえますか。 

○議長（三宅 耕三君）      太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   この公園は、補助事業ということでとっております。今の

管理棟はゴルフの受け付け、研修室というような施設です。補助金の適正化というんです

か、それに触れるということで、機能の変更ということになれば、補助金返還ということにも

なってきますので、ご意見としては伺っておきますが、年数も浅いことから、補助金の抵触

というようなことも生じてきますので、今の時点では考えておりません。 

 また、予算についても、研修室での金額とかというのは、まだ出してはおりません。 



 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      木村宗朝議員。 

○２番（木村 宗朝君）   補助金の返還はいくらあるのかどうかわかりませんが、それよ

りも売店をつくって管理棟をあそこへ持っていく、その計算も一度していただきたいと思い

ます。変更してもいいように、何とか交渉なんかできないのでしょうか。既存のものができ

てしまったので、ダメなんですということですけど、一度考えてもらってもいいように思うん

ですけれど。一遍つくったものを、そんなに早くかえられませんわと、こういうことだと思い

ますけど、一度検討をしてください。お願いします。 

 もう一つ、中部公園での犬の散歩が結構多く見られます。以前のバーベキューの設置

予定地で南東部分に、有料でもいいのでドッグラン施設をつくってはどうかというふうに聞

きます。マナーと有効利用の面からも、また駐車場の分散化という面からも前向きに考え

るべきだと思いますが、建設部長はどう考えられるでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）      太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   売店の計画につきましては、先ほど申しましたように管

理棟以外での計画を、ということで検討をさせていただきます。 

 犬の散歩につきましては、今回、９月定例会でご承認いただきました、現在、公園に犬を

連れての散歩ということで、マナーとか、そういうようなこともありますので、犬の看板をつ

くりまして、ＰＲをしていきたいと思っております。 

 ドッグランについては、課内で検討はしておりますけど、結果としてはまだ出ておりませ

ん。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      木村宗朝議員。 

○２番（木村 宗朝君）   わかりました。 

 次の３点目にいきます。 

 陸上競技場二種公認の継続について、町長に、スポーツ施設のさらなる有効利用の方

策について、教育長に質問をいたします。 



 まず、町長にお聞きします。 

 来年は５年に一度の陸上競技場二種公認の公認の年でありますが、選択は二種を継

続、三種に変更、公認を取らないの３つであります。 

スポーツを愛好する者の一人として、スポーツの振興、競技力の向上など、この地域の

スポーツの拠点としての本町の陸上競技場の果たす役割は大きいと思っております。 

 私はさらにあの一帯にあるスポーツ施設と中部公園のパークゴルフ場を中心に、スポー

ツタウン構想なるものを考えるべきであると思っておりますが、その核としても、二種公認

の継続を強く望むものであります。 

 町長は、６月定例会において同僚議員への答弁で、二種から三種への変更は、得るも

のよりも失うものが多いとの考えを示されましたが、新年度、公認の年を迎えるに当たり、

改めてその姿勢をお伺いしたいと思います。 

 そこで、競技場建設当時、陸上競技協会などとの公認についての論議はどのようなもの

であったか。二種から三種へ変更した場合や、公認競技場でなくなった場合、どのように

なっていくのか。公認料は金額でいくら違ってくるのか。二種公認を継続するのに、改修や

機具など、公認料以外でどの程度の費用が必要であるのかなどを、お答えいただきたい

と思います。 

 次に、スポーツ施設をさらに有効利用するべきではないかという観点で、教育長に質問

いたします。 

 これ以上、スポーツ施設にお金をかけるなといった声も聞きますが、もちろん福祉も大事

であります。しかし、若い人、勤労者は税金を多く納めていますので、もっと勤労者に還元

するべきであると思っております。若い人向けのコンサートやスポーツ施設を充実してほ

しいと考えております。 

 そういった面で、本年８月に、城山テニスコートの２面がハードコートからオムニコートに

改修されました。練習してみえる方にお聞きしたところ、ハードコートでは、どうしても膝に

負担がかかっていたが、オムニコートにしてもらったおかげで、練習しても余り疲れないと

いったことを言ってみえました。残る２面も予算の許す限り早急な改善をお願いしたいもの

であります。 

 私はこういった声を聞くたびに、さらにスポーツ施設を充実して有効に利用する施策が

重要だと感じております。 



 一方、今年の自治会対抗野球大会は２日間とも雨にたたられ、大会が開催されません

でした。しかし、２日目の中止については、前日に降った雨でグランドコンディションが悪い

ために中止になったということであります。しかも、中央球場だけが水たまりができていて

使えなかったということで中止になりました。中央球場といえば、東員町のメインの野球場

でありますので、一日も早い改修が必要であると思います。 

 そこで、教育長に質問でありますが、本町には陸上競技場をはじめ、３つの野球場、２カ

所のテニスコート、公認プール、体育館、武道館、パークゴルフ場など、他の町に誇れる

スポーツ施設があります。今後、世代を超えたスポーツの交流の場として、また健康増進

の観点からも、貴重な資源であるスポーツ施設をさらに充実し、有効に利用するべきであ

ると考えますが、教育長として施策がありましたら、お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   陸上競技場二種公認についてのご質問に、お答えをいたしま

す。 

 １点目の、陸上競技場建設当時の話し合いにつきましては、以前よりお答えをしており

ますように、建設当時から町で二種公認はどうかとのご意見もありましたが、陸上競技協

会からの要望もいただき､スポーツの重要性を皆さんに十分審議をいただき、桑員地区を

中心とした北勢地区のスポーツ振興の拠点として、既存の中央球場､町民プールとを一体

として総合スポーツ公園とすることとして、二種公認の陸上競技場を建設をさせていただ

きました。 

また、地権者につきましても、スポーツ施設の建設ということでご理解をいただき、貴重

な土地を提供いただいたところです。 

次に、二種公認から三種に変更した場合､あるいは公認競技場でなくなった場合につき

ましては､当然県レベルの大会はもちろん､広域的な競技が開催される可能性がなくなり

ます。また、公認競技場でなくなれば、過去１７もの県記録を輩出している競技場で、記録

会すら開催できない状況となります。 

３点目の公認料につきましては、二種公認料が２４万１,５００円、三種が７万８,７５０円と

なっております。その他、附属する長距離競争路の公認料として、前回は､３６万７,５００円

でしたが、今回は､マラソンコースの公認を行わない方向で検討をしており、長距離競争

路の公認料は、１５万７,５００円となります。 



私は、競技場の公認料では、その差１６万２,７５０円でありますが､１６万円ほどで失うも

のの方が大きいと考えております。 

次に４点目の、公認を継続するための費用につきましては、来年１０月の更新に向け、

現在陸上競技連盟と協議中でありますが、特に設備的には問題はありませんが、ルール

改正により一部改修が必要となることがあります、との見解でございます。ルール改正に

伴うものは、三種の競技場でも同様に発生する費用でございます。 

そのほかに、利用者の皆さんに安全にご利用いただくための施設改修が一部必要にな

りますが、現在鋭意調査中であります。 

これらの費用につきましては、施設の維持費で、三種にすれば軽減できるというもので

はないと考えるところでございます。しかしながら、維持管理に多額の費用がかかってお

りますので、行政改革の一環からも、管理方法の抜本的な見直しを行うことを既に教育委

員会に指示をいたしております。 

いずれにいたしましても、当町の陸上競技場は、北勢地区のスポーツ振興に大きく貢

献してきたと自負をいたしておりますし、このスポーツ振興の拠点である陸上競技場の二

種公認を継続して、より多くの町民の皆さんにご利用いただきたいと考えております。 

よろしくご理解のほど、お願いをいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   スポーツ施設のさらなる有効利用の方策についてのご質

問に、お答えをいたします。 

 健康で、より豊かな生活を送るためには､スポーツは欠くことができません。しかし、スポ

ーツを生活の中に取り入れ、スポーツに親しんでいる人は、そんなに多くありません。この

ような状況は、大人だけでなく、さまざまな事情で外で遊ぶことができなくなった子どもたち

にも言えるのではないでしょうか。 

そのような中で、だれもがスポーツに親しむことのできる社会の実現に向けて、スポー

ツの環境を整えることは、大変重要であると考えております。 

本町では、体育協会、スポーツ少年団等の協力を得ながら、町民体育祭、駅伝大会、

自治会対抗競技、各種スポーツ教室等を開催し、多くの皆さんにご参加をいただいている

ところでございます。 



また、昨年度から、町内のスポーツ団体関係者、教職員の代表の方などからなる、総

合型地域スポーツクラブ設立検討委員会を設置し、子どもから高齢者の皆さんまで「だれ

もが、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツに親しむことのできる場を提供する」ことを

目標に、検討をいただいております。 

検討委員会では、スポーツをされる方のすそ野を広げ、町民の皆様のニーズにこたえ

るべく、アンケート調査を実施いただきました。その結果を受けて、陸上競技場のさらなる

活用も含め、新たなスポーツ教室の開催などを検討いただいております。 

また平成１９年度には、プレ事業として、モデル的なスポーツ教室の実施も検討されて

おります。 

ご質問の城山テニスコートのオムニ化、中央球場のナイター照明、グランド改修など、

以前から要望の高かった箇所の施設整備につきましても、利用状況等を見きわめながら

段階的に整備を進め、よりよい環境でスポーツに親しんでいただけるように努めてまいり

たいと考えておりますので、よろしくご理解のほどお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      木村宗朝議員。 

○２番（木村 宗朝君）   二種公認については継続をするということでございますので、

これ以上は質問いたしませんが、有効利用について、質問いたします。 

 陸上競技場のさらに有効利用できる方法として、あそこは照明施設が今ありませんが、

途中まではやってあるというようなことも聞いてますので、陸上競技場の照明というのは、

それほど明るくなくても、サッカーをやるなら別ですけど、走るぐらいならそれほど照度は

要らないと思いますので、照明を少しつけて、夏など、９時や９時半まで利用できる方法が

考えられないか。 

 それから、以前はグランパスを呼んでやっておったんですけど、なくなったということで、

グランパスを呼ぶということも、どんどんとやっていくべきではないかなというふうに思いま

す。 

 この間も全国高校サッカーで優勝した野洲高校が、あそこを利用したと聞いていますの

で、するスポーツもそうですけど、高校の日本一のチームが、あそこで練習試合をしたと

いうことを事前に知らせておけば、スポーツ少年団のサッカーをやっておる子とか、中学

校のサッカーをやっておる子とかが観に来て、観るスポーツというか、自分の参考になる

ところがいっぱいあると思いますので、そういうこともどんどんやっていくべきだと思いま

す。 



 あそこではラグビーは一回もなされておらんのですけど、ラグビーでいうと、近くに神戸

製鋼もありますし、トヨタ自動車もありますので、一軍が来るかどうかはわかりませんが、

そういうところをチームに来てもらって、一度、見るスポーツとしてラグビーを見るとか、サ

ッカーを見るとか、一流のプレーを見るということも大切なことかなというふうに思いますの

で、この点について、やっていったらどうかなというふうに思いますが、どうでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   何点か、ご質問をいただきましたので、もし漏れましたら教

えていただきたいと思いますが、まず陸上競技場の有効利用ということで、照明もどうだろ

うということでございますが、今までそういうことを考えたこともなかったものですから、あ

れなんですが、先ほども申し上げましたように、これからの利用状況等を見ながら、スポ

ーツ施設の整備については考えていきたいというふうに思っておりますけれど、今のとこ

ろ照明については考えておりません。 

 陸上競技場のフィールドといいますか、サッカー・ラグビー等ができる芝生の部分でござ

いますけれども、それの有効利用についてということでございますが、おっしゃるように、こ

れからそういう機会があれば、高等学校等の選抜されたチームとか、グランパスとか、ラ

グビーも機会があれば検討していきたい。町民の皆さんに有名なといいますか、そういう

競技会が行われる場合には、できるだけ前もってお知らせをして、ご覧いただく機会をつく

っていきたいと、こんなふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      木村宗朝議員。 

○２番（木村 宗朝君）   照明の件に関しては、桑名市の陸上競技場が照明がついて

いて、夜遅くまで利用しているということですので、一度参考にするべきではないかなと思

いますし、総合型の中では、中学校に照明をつけてやるというところもあります。中学校の

部活動を、途中で先生から外部の指導者にかわるときに、どうしても時間が長くなるので、

照明をつけてするというようなところもあります。 

サッカーとかラグビーを観るということですが、機会があればということですけど、機会

をつくってということですので、お願いをしたいと思います。 

 もう一つ、中央球場のグランド面の改修については、やっていただくということですので、

硬式野球のできるグランドにするべきではないかというふうに思ってます。費用がどれほ

どかかるか、私もわかりませんが、中を改修する必要はないと思いますが、外へボールが

飛ばなくするだけでいいと思いますので、硬式野球も、あそこでできるようにするべきでは

ないかなというふうに思います。このことについて、答弁をお願いします。 



○議長（三宅 耕三君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   陸上競技場のグランドといいますか、中央のグランド部分

の有効活用についてということでございますが、できるだけ機会をつくって、町民の皆さん

にも参加いただけるような競技会をと、こういうことでございますので、今後そういう方向で

考えさせていただきたいと思います。 

 照明施設については、一度また桑名市も参考にさせていただいて、どんな状況になるの

かということも検討はさせていただこうと、こんなふうに思っております。 

 中央球場の硬式野球ですか、現在使っていただいているのは、チームが全部軟式でご

ざいますので、そこまでは考えていなかったわけでございますが、どうなんでしょうか、そこ

まで本当に硬式が必要なのかどうか、そういうチームがこの近くにあって、あそこを利用さ

れるのかどうか。そういうこともよく私ども把握しておりませんので、一度そういうことを含

めて考えさせていただきたいと、こんなふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      木村宗朝議員。 

○２番（木村 宗朝君）   もう一つ、プールを温水プールにするというのは、以前にも検

討されて、余りにも高額なのでやめたというようなことを聞いておりますが、いろんなアン

ケートを見ると、やはり温水プールというのは結構多くて、費用はかかると思いますが、も

う一度検討をしてもらったらどうかなというふうに思います。 

 あと一つ、宿泊施設というのが以前から出てますが、あの一帯を有効的に利用するため

には、遠くからも来てもらって合宿をやってもらう。合宿をするのに、野球場の一面やサッ

カー場の一面で何が合宿に来る、というような声も聞きますけれども、そこをもう少し考え

たら私はできると思ってます。宿泊施設も町でやるのではなくて、いろいろ考えて、例えば

土地は町が提供するけれども、民間で運営をやってもらうとか、いろんな方法があると思

うので、いろいろと調査して、やってもらったら、もっとあの施設が生きるのではないかなと

いうふうに思います。例えば宿泊施設ができると、お年寄りが遠くから来て宿泊してパーク

ゴルフ場を使うというようなことであれば、もっと税収にもつながると思いますし、そんなこ

ともどんどん考えていくべきではないかなというふうに思いますので、よろしくお願いをい

たします。 

 これで終わります。 

 


