
○議長（三宅 耕三君）      日程第１、一般質問を行います。 

通告順により、質問を許します。 

５番、南部武司議員。 

○５番（南部 武司君）   今回は、３つの議題というか、案件を提出させていただきまし

た。 

まず、第１番目です。東員プラムチャンネルについて、お伺いいたします。 

本年度の予算に、東員ケーブルネットワーク、通称東員プラムチャンネルの存続に関し、

調査を業者へ依頼する費用が、デジタル放送対策業務委託費として計上されています。

まず、その後の進展を伺いたいと思います。説明では、存続するのかやめるのかを含め、

すべての面から調査すると、あいまいな内容であったと思います。もし私が調査する業者

ならば、賛成するための資料を集めてくださいと依頼されれば、納得のいく内容の書類を

そろえます。反対の資料といわれれば、当然、悪い材料をそろえます。業者への調査依

頼はむだだと考えております。 

私は東員プラムチャンネルは存続すべきである、という考えです。そこで、町長のプラム

チャンネルの将来についての考えを伺いたいと思います。 

２０１１年７月からは、地上波デジタル放送となります。今の機器では、東員プラムチャ

ンネルとして独自の放送はできません。しかし、新たな設備投資を行わなくとも、１０チャン

ネルの存続は可能だと思います。桑名市の議会中継や石取祭り中継は、勢慶映像ネット

ワークが独自で行っています。１０チャンネルの視聴者をふやすのは東員町の仕事では

なく、民間である、勢慶映像ネットワークの仕事です。１０チャンネルのチャンネル使用料

の支払いは当然必要ですが、すべてを民間に委託すれば、機材も人材も要りません。そ

れができない業者ならば、契約を解除し、可能な業者に変更すべきであると思います。 

岐阜県可児市に皐ケ丘（さつきがおか）という大きな団地があります。この地域は、「ケ

ーブルテレビ可児」という民間のケーブルテレビ会社が、地下ケーブルを通じて、各戸配

線しております。地上波デジタルも当然放送されており、内蔵テレビ、またはチューナーさ

えあれば、きれいな映像を楽しむことが可能です。各家庭でのＵＨＦアンテナを上げれば

視聴は可能なのですが、入居条件の一つに屋外アンテナ設置を認めていません。まちの

外見を大切にしているからです。当然、ＢＳやＣＳの衛星アンテナもほとんどありません。 



東員町のプラムチャンネルを継続する方法は幾らでもあります。それにお金をかけるの

かかけないのかは、町長と職員の智恵だと考えます。現時点での考えを伺いたいと思い

ます。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   おはようございます。 

 南部議員の、東員プラムチャンネルについてのご質問にお答えをいたします。 

 地上デジタル放送は、平成１５年１２月に、東京、大阪、名古屋の３大都市圏で放送が

始まり、平成２３年７月２４日をもって、アナログ放送は停波し、完全地上デジタル放送に

移行をされます。 

当町は全域がアナログ放送の難視聴地域であり、その対策として、中部電力の共聴ア

ンテナによるケーブル設備が設置をされ、この施設の１チャンネルを借用して、プラムチャ

ンネルの番組を放送していることは、議員もご承知のところでございます。 

 プラムチャンネルにつきましては、平成１０年１月に放送を開始し、８年が過ぎました。現

在までは町のニュースや行政情報を住民に迅速に放送し、特に議会の一般質問は、開か

れた行政として、住民の視聴が多い番組の一つとして聞いております。 

 議員お尋ねの継続についての方法といたしましては、大きく２つに分かれると考えており

ます。まずその１つとしては、現状の設備を使用して、当町が直接運営管理をしていく方

法と、もう１つは、民間委託する方法がございます。どちらにいたしましても、運営経費、委

託の経費といった費用面と放送機器類等の買いかえが、継続していく上での問題点と考

えます。 

その問題等に専門的に対応すべく、議員ご指摘のデジタル放送対策業務委託を、財団

法人日本農村情報システム協会に、５月１日付けで依頼をいたしました。現在のプラムチ

ャンネルの設計をされた業者でございます。この農村情報システム協会というのは。 

この内容といたしましては、職員で対応することが困難な技術、設備の専門的な知識を

補うために、近隣の民間テレビ局の聞き取りを始め、当町情報設備の設備方法を調査分

析するものであります。また、町の職員で地域情報化検討委員会を設置をする予定でも

ございます。 



いずれにいたしましても、完全デジタル化の平成２３年までは５年余りであります。プラ

ムチャンネルの方向性も含めて、情報化社会の進展に対応していくために、慎重、迅速な

判断が必要と考えます。議員諸兄のご協力を得ながら検討してまいりたいと考えておりま

すので、よろしくご理解いただきますようお願いを申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      南部武司議員。 

○５番（南部 武司君）   デジタルチューナー内蔵のテレビを持ってみえるご家庭は問

題ありませんが、従前のテレビですと、チューナーが必要になります。デジタル化に伴うチ

ューナー購入につき、国もいろいろと考えていますが、高齢者１人世帯など、補助金が必

要になる場合も出てくるかと思われます。そのような家庭へのチューナー設置をどのよう

に現時点では考えているのでしょうか。また１チャンネルから１２チャンネルまでは、現在

は無料で視聴できますが、デジタル化後、各家庭の視聴料は幾らぐらいが妥当であると

考えられるでしょうか。２点、お答えください。 

○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。 

 デジタル化に向けてのテレビ受信機というんですか、チューナーのついてないものは、

当然チューナーをつけないと映らないと思います。そのチューナーにつきまして、町の補

助とかそういうことは、町としては今のところ考えておりません。 

 あとのことは、担当の方から答えさせます。 

○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。 

 先ほども町長の方でご答弁ありましたんですけれど、現在、農村情報システム協会に委

託をしておりますので、その中で、あらゆる面を詳細にわたり調査し、検討を進めていくと

いうことで、今現在としては金額がどれだけということは、こちらの方でとらえておりません

ので、ご了承いただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      南部武司議員。 

○５番（南部 武司君）   ２問目にいきます。 

 北勢線の現状と今後について、伺いたいと思います。 



 ４月１１日、戸上川の茶屋川鉄橋で、大雨による脱線事故が発生しました。幸い、最終

列車で乗客も少なく、負傷者もありませんでしたが、その後の復旧工事がなかなか始まり

ませんでした。中部運輸局への書類提出は理解できますが、漁業組合との協議、とありま

した。戸上川で漁業を行っている団体の存在を初めて知りました。その後、ネットで調べま

して、多分、桑員河川漁業協同組合であろうと思いますが、その正式名称と活動内容及

び代表者とを、お答え願いたいと思います。 

５月２３日からは、仮設工事での徐行運転にて運行を再開しました。６月上旬には本工

事完了と伺っております。これら一連の工事費用はどこが負担するのでしょうか。一般的

には事業者、すなわち三岐鉄道と考えるべきであると思いますが、いかがでしょうか。この

鉄橋は、高速化計画の中でつけかえが予定されていた一つです。この際、計画を前倒し

し、つけかえ工事はできないのでしょうか。お伺いいたしたいと思います。 

 次に、「北勢線とまち育みを考える会」が行っている、下工弁慶号というＳＬについて伺い

ます。 

 ５月２９日、北勢線対策推進協議会で、考える会とのＳＬの管理委託を解除する決定が

なされました。東員町としても、当然、運転は妥当ではなく、約束違反であるという考えに

間違いないと思いますが、新聞では、桑名市長の談話、あるいはいなべ市長の談話以外、

東員町長の意見は出ておりません。町長の弁慶号運転に対しての明確な回答をお願い

いたしたいと思います。 

 国内に３路線しか残っていないナローゲージの北勢線を観光の一手段と考えるならば、

このＳＬ運転も選択肢の一つだと考えられます。この北勢線は生活路線なのか、あるいは

観光路線として運営すべきなのか、町長の考える北勢線の将来をもあわせて伺いたいと

思います。 

 スピードアップが図られ、乗員人員も昨年比７％、１３万５，０００人増加しています。時間

が短縮されれば乗客数が増加する、との結果が少なからず出てきたように思います。議

会では特別委員会を設置し、何かよい方策はないかを勉強しています。東員町としての

北勢線に対する独自の取り組みを伺いたいと思います。 

 以上、お願いします。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   三岐鉄道北勢線に関してのご質問でありますが、ご承知のとお

り、去る４月１１日大雨の影響によりまして、戸上川、茶屋川橋梁において、脱線事故が発



生し、その後、仮復旧を経まして、先般５月２９日に通常ダイヤ運行がなされたところであ

ります。今後におきましては、通常運行と並行しながら、橋台の本復旧がなされていく予

定であります。それまでの間、安全性等の確認のため、運輸局との調整、河川管理者で

ある三重県、漁業権の関連で桑員河川漁業協同組合、代表者は川崎智比呂氏でありま

す。それぞれ協議を行いながら、現在に至っている次第であります。この河川協同組合の

活動の状況等は、余り掌握をしておりません。 

当該橋梁は、北勢線リニューアル計画における高速化事業に対応するために、

曲線改良を含め、改修計画が２０年度以降に予定されており、今回を契機に早期

改修を、とのご指摘であり、私といたしましても、全く否定するものではありません

が、国に対する予算要望や用地取得の問題等もございますので、そのあたりも

調整させていただき、可能な限り、手戻りとならないよう、協議会に提案をしてま

いります。 

また、事故における一連の費用に関しましては、あくまで三岐鉄道としての復

旧であり、運営資金とは切り離しているものと認識をいたしておりますが、当該戸

上川にかかる茶屋川橋梁につきましても、高速化事業の曲線改良に伴う橋梁つ

けかえが予定をされておりますので、このことについては運営資金の一環である

と考えております。 

次に、下工弁慶号に関してでありますが、本件に関しましては、北勢線の活性

化の一環として、平成１６年４月に、山口県下松市より、平成１９年３月を期限に

借り受け、阿下喜駅において展示がなされ、その管理を民間有志の団体にお願

いしているところでございます。 

その中で、弁慶号は、下松市の資産であることから、現型の改良等を厳禁し、

大切に保存・保管を約束していましたが、有志団体において、ボイラーが改修さ

れ、自走がなされ、それにより煙による被害も報告をされ、今後の安全性に問題

もあるとして、北勢線対策推進協議会として、その行動中止を申し出ましたが、申

し出自体を無視をされ、やむなく管理契約を解除せざるを得なくなりまして、５月２

９日の協議会において、全員一致で解除決定を確認したところでございます。そ

ういうことでございますので、基本的には私も解除すべき、という考えでございま

す。 

また、北勢線の存続に当たっては、もとより、通勤・通学の足の確保からはじま

っており、あくまで生活路線が原点であると認識をしておりますが、当然ながら、

今後、観光資源の発掘や育成も考えれば、生活路線のみならず、あらゆる面で

利用がなされることが、北勢線自体の今後のあり方が見えてくると思われますし、

地元自治体、関係自治体としても、既に駅前広場の整備等、積極的に行ってまい

りました。 



これらも影響してか、除々ではありますが、乗車人員は増加傾向にあることは

事実でありますし、今後も駅を中心とした、周辺土地の有効利用を視野に入れ、

北勢線の活性化やまちの中心づくりに努めてまいりたいと考えているところでご

ざいますので、何とぞご理解のほど、お願いを申し上げます。 

また、議会におかれましては、公共交通対策特別委員会も設置されております

ので、コミバスも含め、北勢線利用増進のためのご提言を賜れば幸いに存じま

す。 

以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      南部武司議員。 

○５番（南部 武司君）   桑員河川漁業協同組合、インターネットで、私、調べ

させていただいてまして、町長の言うとおり、活動内容は私も把握できませんでし

た。グレーのままでとめておきます。 

 市民団体のホームページや代表者のホームページを見ますと、弁慶号やメリー

ベル号を北勢線上で走らせたくて仕方がない、というように読み取れます。これら

の運行に関し、三岐鉄道としては、営業面、あるいは観光面でどのように考えて

いると思われるでしょうか。 

また、現在のＪＲや三岐鉄道本線と同じ１，０６７ミリの軌道への拡張の打診が

あった場合、市民団体と同じように、ナローゲージのまま特殊軌道として存続す

べきである、という考えでしょうか。その点、お伺いしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをします。 

 弁慶号を走らせることについての三岐鉄道の考え方ということなんですけど、私

の方からどうこう申し上げるのは控えさせていただきたいと思います。 

非常に難しい問題と申しますか、もう一つは開軌というんですか、広げること、

これはあくまで私の私見というんですか、そんなことなんですけど、将来的に生活

道路として高速化を図って、乗客の皆さんに乗ってもらえるようにするということで

あれば、現在のままでは将来的には無理があるかな、と思っております。 

そんなことで、できることなら、大変莫大な金がかかると思いますけど、広げて、

極端なことをいえば本線と接続もさせる、そんなことは夢になりますけど、そういう

ことをしていけば皆さんに乗っていただけるかなと思っておりますけど、それはあ

くまで私の夢でございますので、現在のままで、どうしたら皆さんに乗っていただ

けるか、高速化とかサービス、エアコン等の設置、今年から始まるそうでございま

すけど、そんなことでサービスをさせていただくということで、ご理解をいただきた

いと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      南部武司議員。 

○５番（南部 武司君）   町長が市民団体と同じような考えでないということが



わかり、安心しました。私もそのように考えております。 

 ３番目の質問にいきます。 

 スポーツ公園と中部公園の利用活用について伺いたいと思います。 

 東員町の陸上競技場は、県内の数少ない第２種の公認の競技場です。この公

認は５年ごとに継続する必要があると伺っています。公認の認定を受ける費用は

大きな額ではありませんが、改修工事に多額の費用を要します。このような施設

は不必要だから、公認の必要はないとか、公認を受けるための高額な出費は不

要だという声を聞くのも事実です。しかし、県内では、伊勢、四日市と東員町にし

かないすばらしい施設です。近隣市町の利用も当然あります。経費が多くかかる

ならば、利用者負担や利用近隣市町からの負担金をアップしてでも、第２種公認

を継続して受けるべきだと私は考えております。 

 また、中部公園にはパークゴルフ場があります。連日、多くの方々が楽しんでい

ます。このパークゴルフ場を公認コースにすれば、県内や県外からの利用者も多

くなり、増収入となります。公認料は年３万円くらいだと伺っています。これらの施

設の公認について、町長のはっきりとした答弁を求めたいと思います。 

 ４月から民間主導で観光協会が発足しました。町外の方々が１人でも多く東員

町に来ていただき、少しでも多くの金額を町内で消費していただければ大変結構

なことだと思います。民間は東員町の発展に一生懸命なのです。 

しかし問題点があります。まず駐車場です。春休みの暖かい火曜日でしたが、

多くの方々で中部公園がにぎわっていました。役場駐車場はもちろんのこと、す

べての駐車場が満車でした。空いていたのは、ロックアウトされた陸上競技場の

すべての駐車場だけでした。５月２１日の日曜日も、多くの自動車が路上駐車を

していました。以前、同僚議員の一般質問で、陸上競技場の西側部分は公園の

ために開けてある、との説明があったように思いますが、４月は閉められていまし

た。 

町長に伺います。これはなぜだと思われるでしょうか。また、解決策はどのよう

に考えてみえますか。 

公園内の管理棟にある会議室について伺います。 

この部屋はほとんど利用されていないと思いますが、この建物利用について伺

います。管理人がいるにもかかわらず、土木課に使用許可を申請しなければなり

ません。もっと簡単にできる方法はないのでしょうか。また、飲食物などを、販売

を目的として、文化センターの喫茶ルームのようにだれかに貸す、というようなこ

とは可能なのでしょうか。公園利用者は町外からも多く来園します。また、今年は

西美濃・北伊勢観光サミットが、我が町で開催されます。そのお客様から少しでも

売り上げがあれば、と考えますが、いかがでしょうか。 

バーベキューコーナーの利用が始まりました。私は洗い場が１カ所しかなく、食



器等、洗いにくくて不便であるとか、荷物積み下ろしが不便で、西側道路にとめざ

るを得ないとか、南側の倉庫広場に乗り入れだけでもできないか、などの声を聞

きました。最初から完璧な施設は存在しませんが、どのように思われるでしょうか。

利用者からの声があれば、それらをあわせてお答えください。 

議会で都市公園としての中部公園条例の可決時に、スポーツ公園を含め、一

体とした総合公園にしてはどうか、との意見がありました。私は今でもそれがベス

トだと思っていますが、それはできない、と「たて割り行政」の見本のような答えだ

ったと思います。 

東員町を訪れる方々の多くは、中部公園にも来園します。スポーツ公園も同じ

です。観光協会などが何かイベントを起こそうとした場合、横の連携のない、行政

の今の状態では、それぞれの担当課に申請をしなければなりません。この際、す

べてを含めた総合公園として、また、公園課を設けるなど、もう一度考え直す予

定はありませんか。それらをお答えください。 

 よろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   スポーツ公園と中部公園の利用活用について、お答え

をいたします。 

まず、１つ目の陸上競技場の２種公認の継続につきましては、町民の利用頻度が少な

い、ルール改正に伴う改修費用が高額である、といったお声をお聞きするところでござい

ますけども、本町の陸上競技場は、計画当時より、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すること、としてご理解をいただき、建設をさせていただいたものであ

り、本町の町民のみの利用と制限せず、活用をいただいております。 

そのような観点からも、本町が北勢地区の多くの皆さんに貢献をしてきた事実は大きい

と考えますし、私も広い視点で陸上競技場の公認を継続させたいと考えております。 

ただ、２種公認でいけるかどうかは、わかりません。といいますのは、フルマラソンは今

現在使っておりません。そんなことで、今度の更新のときに、フルマラソンコースをきちっと

するのかしないのか、利用していないものをお金をかけてやるのか、その辺がまだわかり

ません。そんなことで、フルマラソンコースがない競技場が２種公認が取れるか取れない

かというのが、私ら、まだわからないわけなんです。そんなことで、原課の方へは、そうい

うことを調査をしてくださいという指示を出させていただいております。２種が取れない場

合は３種になるのか、４種になるのか、そこらもわかりませんけど、今のままで継続できる

か、そこらが今のところ掌握をしておりませんので、ご理解をいただきたいと思います。 

しかし、多額な費用を要することからも、利用方法、管理運営等につきましては、今後



十分検討させていただきたいと考えております。 

また、桑員陸上競技協会、体育協会、スポーツ少年団等多くの皆さんからも公認の継

続の要望もいただいており、皆さんのご理解をお願いするところでございます。 

次に、パークゴルフ場の公認取得につきましては、子どもから高齢者まで、幅広い年齢

層の方に親しんでいただくコースとして開園をし、多くの方々にご利用をいただいておりま

すことから、公認の有無は、さほど影響がないものと思いますので、今後も引き続き、現

状で管理、運営を行ってまいりたいと考えております。 

次に 2 つ目の陸上競技場の駐車場利用につきましては、昨年、中部公園がオープン後、

啓発看板を設置し、陸上競技場西側の駐車場をご利用いただくようご案内させていただ

いております。しかし、公園から距離があるためか、ご利用いただいてない状況で、路上

駐車されている方も見受けられます。 

そこで、今回、陸上競技場の東の駐車場も、利用時間に合わせて開閉することとして、

あわせて看板等により周知をすることといたしております。 

次に３つ目の公園管理棟の研修室の利用状況及び利用方法につきましては、ご指摘

のように、研修室の利用は、１カ月に１件程度と少ない状況であります｡この研修室を使用

される場合は、公園管理棟では使用料の収納ができないことから、事前に役場土木課の

窓口で使用許可の手続を取っていただいております。 

この手続を簡単に、とのご提言でございますが、研修室の利用頻度の関係もございま

すので、使用状況等も見きわめて考えたいと思います｡ 

また、管理棟を他の目的に使用することにつきましては、都市計画関係の規定

もございますので、他の公園施設の状況等も参考に研究をさせていただきたいと

思います。 

 次に４つ目の、バーベキュー施設の利用状況と利用者からのご意見につきましては、ま

ず、利用状況は、本年４月にオープンしてから５月末までの２カ月間で２４件、３６９人の

方々にご利用をいただいております｡次に、利用者からは、議員と同様に、食器等の洗い

場をもう少し広くできないかという要望をいただいておりますが、他にも聞き及んでいない

点もあると思っております｡ 

まだ、オープンして間もないことから、もう少し時間をいただきまして、ご意見、要望等の

整理を行ってまいりたいと考えております｡ 



 次に５つ目の、総合公園と公園課の設置につきましては、スポーツ公園と中部公園は、

既に中部公園の建設事業の際に、２つの公園を一体とした総合公園と位置付けをしまし

て、都市計画決定を受けて現在に至っております｡ 

しかし、管理運営する所管は、それぞれの公園の使用形態等から、スポーツ公園の施

設は、社会体育面の使用が高いことから教育委員会の社会教育課で、また、中部公園は、

都市公園として、他の公園と同様に建設部の土木課が所管をしております。 

今後も引き続き、所管する担当課で管理を行ってまいりたいと考えておりますので、ご

理解を賜りますようよろしくお願いをいたします。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      南部武司議員。 

○５番（南部 武司君）   バーベキューコーナーがオープンし、利用されている

方、３６９名とお聞きしました。バーベキューセットは持ち込みです。そのセットを

貸し出している公共施設は多くあります。東員町は貸し出しについて、どのように

考えているでしょうか。 

また、利用のほとんどない研修室ですが、冬の寒い日や、雨が急に降ってきた

ときの休憩室として、無料、お金の収集はありませんが、無料でそういう方のため

に開放を、というのはできないものでしょうか。総合公園の可能性についても質問

しましたが、すべての管理を民間に委託するということは可能でしょうか。 

以上の３点をお答えください。 

○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。 

 バーベキューセットというんですか、器具の貸し出し、それから研修室の雨のと

きの無料の利用というんですか、その辺につきましては、原課の方から答弁させ

ます。 

 そのあとのことも原課で答弁させてもらいます。 

○議長（三宅 耕三君）      太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   バーベキューのセットの件でございます。 

 市町村の状況も見ながら、今現在は各自で持ってきてもらうということでしてお

りますので、そこら辺ももう一度、よその市町を見ながら検討していきたいと考え

ております。 

 管理棟を民間では、というようなことでございますが、将来的には考えていかな

あかんと思っておりますけど、今現在は現状のままで進んでいきたいと考えてお

ります。 

 研修室の雨のときの利用ということでございますが、大雨になってくるときもござ



いますので、そこら辺につきましては、管理棟の中で休んでいただくことも今後含

めて考えていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      南部武司議員。 

○５番（南部 武司君）   陸上競技場で、以前はよくサッカーＪリーグのサテライ

ト（２軍）の試合が行われておりました。昨年、一度だけありましたけど、このよう

に減少した理由はどのようなことが原因だと考えられるでしょうか。 

また、陸上競技場、野球場、プールなどで合宿を行っている団体も多くいるよう

に聞いておりますが、宿泊はどこでやっていると思われるでしょうか。 

 以上２点、わかればお答えください。 

○議長（三宅 耕三君）      早川正社会教育課長。 

○社会教育課長（早川 正君）   陸上競技場の使用につきましては、議員先ほ

ど申されましたように、昨年、Ｊリーグのサテライトの大会をさせていただいており

ますし、今年度も８月に中体連の陸上競技の県大会の方を予定をしておりまして、

特段、減少したというふうには考えていないんですけれども、そういった形で活用

をいただいております。 

 あと、合宿につきましては、以前、福祉センターの方を活用いただいて、中京大

学の体育学部の方が合宿をしていたというのがありますけれども、ここ最近、陸

上競技場、あるいは体育館等を活用をいただいて、練習はいただいておることは

ありますけれども、合宿というのは最近余りございません。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      南部武司議員。 

○５番（南部 武司君）   団体がないからとか、そういうのではなく、宿泊施設

がないから利用しないのだと私は考えております。東員町もそのように一生懸命

やっていただきたいと思います。 

 続きまして、教育長に伺いたいと思います。 

 ４月２９日と３０日に行われました「全国スポーツ少年団」軟式野球交流大会三

重県大会に、笹尾東スポーツ少年団が優勝しました。また、三和スポーツ少年団

の三和メジャーズは、惜しくも、２７日、２８日に行われました「高円宮杯全日本学

童軟式三重県大会」で破れてしまいましたが、この活躍は、学童たちの努力と指

導者の技術力が大なるものだとは思いますが、町内の恵まれた施設も影響して

いると思います。手入れのされていない荒れたグラウンドでは、すばらしい結果

は出ないと思います。スポーツを通じての青少年の健全育成には、立派な施設

が必要不可欠です。陸上競技場も同じだと考えますが、スポーツ少年団の活躍

や、先ほどの公認につきましてどのようにお考えなのか、教育長としてのお答え

を願いたいと思います。 



○議長（三宅 耕三君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   お答えをいたします。 

 先ほど町長の方からのご答弁もございましたように、私どもの競技場の果たす

役割というのは、非常に大きな働きを持っておるというふうに考えておりますし、

ご案内のようなすばらしい成績とか、あるいは陸上競技で近隣の中学生、あるい

は高校生がすばらしい成績を上げておるということで、顧問の先生からも、私ども

の方にぜひ公認の継続を、というお手紙をいただいてもおります。私どもも、でき

れば続けて公認をお認めいただければな、というふうに考えております。 

 なお、フルマラソン等の長距離競争路については、身近なところに競争路があ

ることが望ましいということでございまして、同じ２種公認を取っております四日市

の緑地公園陸上競技場の方も、フルマラソンの中距離の公認コースはございま

せんが、１０キロ、５キロ、３キロを備えておる状況でございますので、私どももそ

ういう形で検討をさせていただければ、十分公認はクリアできるというふうに考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      南部武司議員。 

○５番（南部 武司君）   最後の質問です。 

 東員町は合併せず、独自の道を歩んでいます。企業誘致や住宅促進も重要と

は思いますが、ほかの市町村にはない、すばらしい施設があります。多くの人が

集まれば、それを黙って見逃す必要はありません。それは商売の鉄則です。 

中央球場や陸上競技場の駐車場の看板には、その施設が利用されていないと

きは閉めます、と書かれています。事故のことを考え、結果を重視した行政の考

え方とは思いますが、使用する人のことは全く考えていません。利用者の利便性

より管理者の都合の方が優先されるように感じます。そう考えるのは、私だけでし

ょうか。もう一度、駐車場につきましては、東側を開けるとお聞きしましたが、その

点も含めて、町長のお考えをお願いします。 

○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。 

 できるだけ町民の皆さんの利用していただきやすい行政を目指したいと思って

おりますけども、管理上とか、朝開けて夕方閉める。そうしないと、２４時間ずっと

とまっているような車とか、いろいろございますので、その辺をいろいろ巡回等も

させていただきながら、住民の皆さんのサービスということで、今後は考えさせて

いただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      南部武司議員。 

○５番（南部 武司君）   終わります。 

 



 


