
○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。 

 １６番、山田眞澄議員。 

○１６番（山田 眞澄君）   ３点について、町長及び関係の職員に一般質問を行いま

す。 

 まず第１点は、オレンジバスの運行についてですが、平成１７年４月１日から運行を開始

しました。時刻表なんかは、１年たって平成１８年４月１日に一部改定されました。現在、１

日に南北線が１５便、東西線が９便、運行されております。 

私は、このバスの運行の目的を次の３つと考えております。第１点は、三岐鉄道北勢線

への乗降の増加を図る。第２点が、公共施設への利便性を図る。第３点目には、高齢者

を含む福祉関係ととらえております。 

 三岐鉄道の北勢線への乗降の増加には、通勤・通学の方、あるいは買い物、あるいは

医療機関、主にこの２つは高齢者が多いと思いますが、これへの足の確保、これが三岐

北勢線への乗客の増につながると考えて行われたと思います。 

 ２番目に、公共施設の利用の利便性を図る。これは、町役場を中心にして、周辺に図書

館、武道館、福祉センター等々の公共機関がここに集中しております。そこへ来る町民の

利便性を図る。 

 福祉の点で言いますと、先ほどの１番も関係します。２番も関係します。要するに、町内

の高齢者が１番、２番及び町内の医院、あるいは商店街への買い物の足を確保する、こ

ういうのが目的で運行が行われていると思います。 

 先般、特別委員会へ担当の方からリストが出ました。その中には、平成１８年７月１０日

から７月１６日までの１週間、２回目は同じく平成１８年１０月２３日から１０月２９日までの１

週間、これの各便及び各停留所ごとの乗降客の数字が細かく記載されておりました。これ

で２週間分ですから、年間を推計してみました。 

この２週間で、南北線では乗車した人が２，９８９名、東西線では６７８名でありました。

これらのことをもとにして推計しますと、お盆休みだとか夏休みだとか、３日続けての連休、

その他は一切無視して日数だけで計算しますと、平成１８年度の推計利用者は９万５，３



４２人という数字が出ました。もちろんこれは夏休み、冬休み、春休みに生徒が利用しな

い、比較的少なくなる等々のことは一切無視して、大体こういう数字が出ました。念のため

に、平成１７年４月から平成１８年３月までの乗客数を尋ねてみましたところ、７万９，０１５

名。これは約１年前の数字ですから、私の推計と約１万５，０００人相違がございます。 

それはともかくとして、現在の状況がこのような状況で、目的は、私が申し上げたような

目的で運行されているということについて、町長、間違いがありますか。町長の思いがもし

別にあるのなら、ご説明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）   オレンジバスについてのお尋ねでございますが、ご承知のとお

り、運行開始から１年９カ月が経過しました。その間に、利用者の方々からもいろいろとご

意見をいただいており、フォローアップ調査を踏まえまして、運行ルートや運行時間等を含

め、見直しを検討させていただいております。できれば、来年４月を目途に見直しをいたし

たいと考えております。 

利用状況でございますけど、運行初年度の平成１７年度におきましては、先ほど議員

が申されましたように、約８万人のご利用をいただきました。本年度につきましても月平均

１，０００人程の利用者増がございまして、年度末では９万人から９万５，０００人と想定を

しており、やや上向き傾向ではございます。 

いずれにいたしましても、５年間の実証運行とさせていただいておりますので、引き続き

フォローアップ調査を実施しながら、公共交通特別委員会のご意見も賜り、オレンジバス

のあり方について、慎重に検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解のほ

どお願いをいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      山田眞澄議員。 

○１６番（山田 眞澄君）   そこで、いただいた資料、これは２週間分だけであります。こ

のことは承知の上で考えてみました。 

 先ほど言いました公共施設への利便性という点で、私は東員町役場周辺で降りた人だ

けを計算してみました。三和地区から役場方面へ来た人が、南北線で２５名、東西線で３

６名、合計６１名、団地の方、これは城山笹尾はいわずに、あちらの方から来る人が２１３

名と１２１名、役場の東の方から、このバスを利用した人が１１名と４名で、あわせて１５名、

西の方、これは稲部地区が主として多いとは思いますが、５５名と５２名、２つに分けたの

は、東西線と南北線の意味ですが、合わせて１０１名、この合計が４１７名。これは２週間



分ですから、１４日で割ると、１日平均が３０名になるんです。土日役場は休みだからとい

っても図書館は開いてます。それらもありますから、一概に３０名と決めつけるつもりはあ

りませんが、３０名からそれほど大きく変わらない。公共施設への町民の利便性という点

では、１日平均３０名だと。 

 次に、通勤・通学を申しました。その中で、通勤者は車で行って乗られる方が大分ありま

す。一番つかみやすいのは、学校へ行く時間までに東員駅及び穴太駅でバスから降りた

人が全部電車を利用したとして、それを前提にして計算してみました。通学者が三和地区

から駅へ来たのが２１名と１１名、それから９名と４名で合計４５名、団地の方から駅へ降

りたのが２６名と３１名。東西線はありませんでした。これは原則として学校に間に合う、８

時までに駅前で降りた生徒数です。そうしますと、三和地区からと思われるのが４５名、団

地の方から来たのが５７名。ただしこれは合わせて１０６名ですが、２週間分ですから、こ

れを１０日で割ると、何と１日１０．６名と。通学のために役に立つと思っていたのですが、

１日平均１０．６名だと。 

このことは、先ほどおっしゃったように４月に見直すとおっしゃった、そのことについての

参考にしていただきたい。これはすべて電車に乗って学校へ行くのに間に合う時間までに

東員駅前で降りた人の数です。通勤者も入っているかもしれない。一応それは除外して、

降りたのはこれだけです。 

 このことは私はショックを受けました。もっとたくさん生徒が乗ってくると思ったら、どうも

駅で見ていると、自転車で乗ってきた子はうちの車で送ってもらった子、それからバスを利

用する人、あの人たちはなれてますから、時間直前にどっと入ってくる。だからこっちから

見ていると、バスからようけ降りたのかなと思ったら、どうもそうでもない。こういう数字が

出ました。 

 同じような計算をしてみますと、全部の数です。南北線で６５２名、東西線で３３１名、約

半分です。これを合わせて年間の数字を計算してみましたら、２万５，５５８人、１日当たり

７０名。バスから降りた人だけで計算しますと、３５６名と１１３名で４９６名。年間で１万２，

１９４名。これを１日平均で割ると、３３．４名です。さらに細かく言えば、南北線１５便と東

西線９便です。２４便走らせて１日平均３３．４名だというのです。 

この状態は町長、オレンジバスではなくてエアバスですよ。残念ながら。こういう状態を

担当課から報告があったのかどうか。あるいは詳しい分析をなさったのかどうか。私の分

析が間違っておればご指摘いただいて結構ですが、こういう状態だということを、町長どう

いうようにご理解いただくか。年間総数で乗った人、降りた人を入れたら９万５，０００名だ

と。これだけ見ているとものすごく多い。ところが１日で言えば、乗った人、降りた人、これ



はほぼ同数なわけですから、降りた人で言うと３３．４名。乗りおりで６７名。この状態を町

長、どのように認識しておられるか、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）   お答えをさせていただきます。 

 いろいろ２週間のフォローアップ調査で詳細に分析をしていただいたと思います。私ども

としての、そういうような詳細な分析結果はしておりません。 

基本的に私は、これからの高齢者の皆さんの足の確保、先ほど来、いろいろ通勤・通

学、それから役場、公共施設、そういうことはよくわかりました。三岐鉄道の本線との乗り

継ぎと申しますか、そんな面だとか、たとえ１区間であろうと、買い物とか友達との交流の

場に行く目的で乗られる場合もございますでしょうし、役場の周辺だけだとか、北勢線だけ

の乗りおりだけで調査されるのは、私はまだまだ、そのほかにもたくさん使ってみえると思

います。 

結果的には９万５，０００名ぐらい、今年は利用されるというのが、実績として私は出てく

ると思いますので、それをさらに乗っていただけるようなバスにということで、将来に向け

てルート等も含めまして、皆さんのいろいろの調査もさせていただきながら、実証運行の

中で、いろいろの方策を探っていく。最終的には４年経過ぐらいで本格運用に入る前にど

うすべきか、それはその時点で方向性は決めないとあかんと思いますけど、今のところで

は、あくまで実証運転でございますので、いろいろの方策をやってみる。当然、今のルート

も変えてみる。東西線、南北線とやっておりますけど、もう少しそのルートもいじくってみる。

そんなことで、今の９万名をさらに延ばして、先ほどの、空気を運んでおるということやなし

に、皆さんで喜んで利用していただけるようなバスにしていきたいと思ってますので、よろ

しくお願いを申し上げたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      山田眞澄議員。 

○１６番（山田 眞澄君）   私は巨額の金を出して、むだなことをしているというために、

これを言っているわけじゃないんです。５年間の試行運転をやってみるということで、今ま

で日がたってきたわけです。町長、先ほどおっしゃったように、４月の改定、このためには

今日言って、明日パッと変えるわけにいかない。もう１２月、１月で、基本的な腹を決めて、

運行する三岐交通なり、三重交通なりと話し合いをしないといかん。あるいは交通省は関

係あるのかどうかわかりませんが、そこらとの話し合いもせんならん。というと、今ここでい

ろんなデータをさらけ出して、やらんならんという意味で、これをしゃべっているので、決し

て行政を非難するつもりはありません。 



 そこで、私は４月から新しい運行ルート、あるいは時刻表を決めるに当たって、これらの

先ほど申しましたことを考えて、いくつかの案を提示します。それは、すぐにここでいいと

か悪いとか、おっしゃっていただかなくても結構ですが、まず申し上げたいのは、びっくりし

たのは、１週間に１人も乗りおりがなかった停留所がいくつかあります。当初、町内を走ら

せるので、バス停の間隔を短くして、乗りやすいように、あらゆる地域から乗ってもらえる

ようにという配慮から、こういうことが出たと思うんですが、南北線で穴太からスーパーへ

行って戻ってきて、今度は瀬古泉から山田へ通ってこちらへ来るラインですね。これなん

か、ほとんど乗客がないんですね。鳥取の西の方から大木にかけてもゼロのところ、こん

なもの出してもらった表を見れば、すぐにわかるんですが、ここまでやってみたけども乗ら

なかったというのは、その地域で、役場なり、あるいは北勢線の駅へ行くのに、バスがな

いと困るという人が、あるいはバスをどうしてもよこしてくれという数は非常に少ないという

ことを考える必要があると。 

これは、かつて一遍、東員町でやったですね。巡回バスは団地ばっかり優遇していると。

こういう声があって、夏に在来地にも巡回バスを回したことがあった。ところが乗車がほと

んどなかった。こういう事実があります。ご記憶だと思います。そのことも含めて、議員に

言わすと、おまえらどうや、この線はと言ったら、うちの在所の中を通ってないとか、あそこ

の辺は通っておらんとか、ようけ言う。ようけ言うけど、地元の人も、ここら、バスを通さん

のはおかしいやないかと言うかもしれん。実際通してみたら乗らない。これが現実だと思

います。この点を一つご記憶いただきたいと思う。 

 それから穴太の藤川の橋ですが、来春完成ですか、あれを考えたバスの運行ができる

んやないか。先ほど申しました、瀬古泉から山田へかけてのお客がだれも乗らんというこ

とと考え合わせて、新しい藤川橋を利用した方法は考えられないか。 

それから、民間バスは大体覚えてもらいやすいように、毎時何分というふうに同じ時間

にダイヤを組んでおります。これはお客さんがバスの時間を覚えやすいように、何時に乗

っても、うちの場合は５分やと、あるいは１５分やというように、そういうことで決まったこと

だと思うんですが、今の状況で１時間１本をきちんと走らさんならんかどうか。あるいは１

時間半に１本でもいいんじゃないか。乗客の多いところは１時間に１本でもいいんじゃない

か。そこらも、どちらがいい、どうせいというつもりはありませんが、発車時刻も変わっても

いいのではないか。特に昼間の場合、必ずしも毎時同じ時間に出発せんならん理由は、

余り積極的にはないと思う。ここらのところをご検討の材料にしていただきたいと思いま

す。 

 それから私は、今は費用対効果を言おうとしません。言いたいけど言いません。だから

といって、いくら赤字が出たって構わんやないかという言い方は正しくないと思うんです。



できるだけたくさん乗っていただいて、赤字の額をいかに減らすか。これも行政の努力は

必要だと思います。 

そこらのことだけとは言いません。そのほかにもお気づきの点があろうかと思います。

それを含めて、４月１日からの全面的なコース、時刻の見直しを求めるものです。先ほど

見直しや、とおっしゃいました。今申し上げたことも含めて、ご検討いただきたいと思いま

す。お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）   答弁させていただきます。 

 まず、フォローアップ調査というか、２週間させていただいた段階で、確かに停留所に利

用者なしというのがございます。そんなことで、それは廃止に向けて、今、検討をさせてい

ただいております。 

 ルート変更の件でございますけど、東西線の瀬古泉、山田の前を走っている、集落の南

側を走っている、あれを極端なことを言うと北側、そこら辺も検討してみたり、もう少し東西

線と南北線の走り方を変えてみたらどうかとか、そんなこともいろいろ検討をしておりま

す。 

 基本的には三岐北勢線の東員駅、本線の公園前口、そこの時刻表と乗り継ぎの関係で

やっておりますので、なかなか乗られる停留所の時刻とはうまくいかない。基本的にはそ

ういう考え方をしておりますので、東員駅と公園口駅との鉄道の時刻表とタイアップしてお

りますので、あそこも年１回、大体４月に、特に北勢線の場合が高速化ということで、いろ

いろ事業が進んでまいりますと、向こうが時刻表をいらわれますので、それにあわせて、

バスもいろていかんならんということで、そこらが非常に難しいんですけど、着いたらバス

が出ていった後やとか、いろいろおしかりもいただいております。そんなことで、そこら辺の

ダイヤの組み方が難しいんですけど、その辺も一番ベターな方法をこれから目指していき

たい。 

決して１時間に１本とか２時間に１本とか、そんなことは我々は思っておりません。でき

るだけ本当は早く走って早く着く、そんな方向でいきたいんですけど、もう少し変わったとこ

ろへ引っ張り込んでこいというようなご指摘もいただきますので、その辺が非常に難しいと

いうか、苦労しておりますけども、基本的に来年４月に向けて、いろいろなことを今、調査

をさせていただいて、早いこと皆さんに周知せんならんということもございますので、一度

見直しをさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 



○議長（三宅 耕三君）      山田眞澄議員。 

○１６番（山田 眞澄君）   先ほど触れませんでしたけども、朝夕はギリギリの時間でも

構わないと思う。ところが中間部分は、比較的年配の方が多い。そうするとあそこの駅で１

０分、１５分待つことはそれほど苦にならんし、まして余りギリギリだと、年寄りがあわてる

とろくなことがない。余裕を持って、１０分、１５分ぐらいの待ち時間はあってもいい。バスの

着く時間と電車の発車する時間に、１０分、１５分の差があっても、それほど小言は起こら

ないと思います。そこらも含めて、ご検討をいただければと思います。 

 それでは、次の問題に移ります。 

 私、９月定例会で新しく制度が変わってできた実質公債比率のことについて質問を行い

ました。その理由は、東員町の実質公債比率が低過ぎるのではないかということを主点に

して質問をしたつもりです。町長の答弁で、今、記憶に残っているのは、２度、３度と、東員

町の人口が減る問題をおっしゃいました。ほかのこともおっしゃったんですが、人口減の

影響を再三ご答弁になりました。総務部長も答弁してくれたんですが、これが一向に要領

を得なくて、わけのわからんうちに時間切れで終わりました。 

この後、私は納得できんので、非公式に担当の方で尋ねました。新聞なんかでは、病

院や水道の起債も実質公債比率については入れておる。だから比率が高くなったと。新

聞報道ではそうなっていた。そういうことも含めて尋ねましたところ、山田さん、あれは下

水道は入ってませんのやというご説明でした。おかしいな。水道が入って病院が入ってい

るのに、何で下水道だけかな。そう言えば三重県の議長会で、中南勢の町村の議長は、

この償還期限を２５年やなくて５０年にしてほしいと国へ要望を出してくれと、こういう意見

が非常に強かった。というのは２５年では返し切れない、そういうあれが強かったので、そ

んな声が全国上がって、実質公債比率、実質といいながら下水道は外しているのかなと

思っておりました。 

けどこれはおかしいので、一遍、財務省へ問い合わせてみようと思ったら、問い合わせ

先がわからんので、これも担当者に教えてもらって、原稿を書いていたら、山田さん、下水

道も入ってますという話が来た。ああ、そんなら東員町の起債残、全部入れたんやなと。 

ところがそれで６．２％というのはおかしいな、というので、もう一遍、６．２％の根拠を尋

ねました。そうしたら親切にきちんとつくってくれまして、この表、皆さんの手元に配ってあ

るんでしょうか。お持ちですか。これでつくってます。私もこれで計算してみましたら、実質、

東員町の公債比率は６．２％ということでした。資料出てないですか。後で皆さんにお配り



してください。口で言うたって、なかなかわかったようで、わからへんで。ただ、こういうこと

で、東員町の実質公債比率は６．２％というのは納得しました。 

そしたら今度、次の問題が出てきました。これを知るためには、東員町の実質財政需要

額、ここで出てきたので、そうするとほかのわかりますねといって尋ねたら、担当者がこう

いう表を送ってくれました。たて書きのたくさん数字ばっかり載った表です。これで出してみ

ましたら、基準財政需要額の計算する根拠になる中で、人口に対するパーセントが７３．７

７％になってます。町長が人口、人口とやかましくおっしゃった理由はここにあったんだと、

これは納得しました。 

この中で、今日はもう言いませんけども、例えば道路関係で言いますと５．７７％です。

ところが町長、私、前に言ったことがあると思うんですが、道路台帳をつくるのに、毎年大

変な金をかけてますよね。それも職員がやらない。みんなどこかにやって。ところが、東員

町はそんなに毎年、毎年、去年の道とみんな変わってしまったようなことはやってない。わ

ずかな事業しかやってない。それも基準財政需要額にほとんど反映されていない。部分

的に直しただけでは。それに対して、物すごい金をかけている。道路台帳をつくるのに。果

たしてこれでいいのか。職員でできないのかという話をしたいのですが、今日はそこへ行く

と話が飛びますので、それは言いませんが、そういう問題が出てきました。 

そうすると、これでいうと人口分で７３．７７％、道路で５．７７％、教育関係で１２．７９％、

公債費の償還対策で１２．８２％、これが財政需要額の基礎なんですね。これに対して東

員町に税収がどれだけあるか、というところから交付税が算定されてくる。 

そうすると例えば人口で言うと、この表で人口と書いてある数字だけ足すと２３億６，３０

０万円と書いてある。国でいう三位一体改革で、地方は増税になるから交付税を減らすと

いうけども、どういう計算をするのですか。これは町長ではなくて、だれに聞いたらいいん

ですか。交付税が減ったとおっしゃった。税収がふえたから減ったと。単に去年より税収が

１億円ふえたら、その７５％に当たる７，５００万円が減ると。トータルでそうなるというのは

わかるけども、こうやって細かく内訳が出してある以上、それぞれに分配しないといかんで

すね。どうやってするんですか。国でやられてることやで、わからんとおっしゃれば、あえて

それ以上聞きませんが。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤 洋君）   ただいま山田議員からご質問ございました地方交付税の

基準ということで、お答えをさせていただきたいと思います。ただ、若干通告いただいてお



るのと違うところがございますので、その点につきましては、ご了解をいただきたいと思い

ます。 

 地方交付税の基準につきましては、基準財政需要額の各費目別の算定額につきまして、

お手元に書類を配付させていただきました。その中で、経常経費におきまして、消防費で

は３億６，４２４万８，０００円、土木費の道路橋梁費で９，８７３万９，０００円、教育費の小

学校費では児童数、学級数、学校数の３区分を合わせまして、１億７９１万円、中学校費

では７，３２４万１，０００円、厚生費の清掃費でございますが、１億８，６４１万７，０００円と

いうことになっております。その右側でございますが、投資的経費におきましては、費目ご

との事業にかかる起債の償還金も算入されておりまして、土木費の道路橋梁費で１億２，

４３８万４，０００円、下水道費で２億３，４５４万９，０００円、教育費の小学校費で６，４１２

万８，０００円、産業経済費の農業行政費で２，４９６万円などということになっております。

一番下の公債費におきましては、災害復旧費や国の政策によって生じます地方の財源不

足を補うために、国が起債充当率を引き上げた分や、特別に設けた地方債の償還費が算

入されておりまして、臨時財政対策債償還費で４，９０５万７，０００円など、公債費合計で

２億８７９万５，０００円となっております。 

 よろしくご理解のほど、お願いを申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      山田眞澄議員。 

○１６番（山田 眞澄君）   私はこの資料さえ出れば、またこれを元にして来年の予算

審査のときなんかにできると思って喜んでいるのですが、ただ一つ、最後に町長、この前、

公債費の中で人口減を非常にやかましくおっしゃってました。何度か、おっしゃったと思う。

別にそのことはいいんです。そしたら、人口増の対策として条例も制定しましたが、例えば

ところを言って悪いけど、鳥取、アパートがようけできて、あそこへ入っている人で住民登

録をしてない人がありますね。これは強制できるものかどうかは知りません。住民課で聞

かんとわからんですが、あの人たちに、東員町民としての住民登録表をこっちに持ってき

てもらうように働きかけたらどうですか。これは早いですよ。目の前に住んでいるから。 

 それからもう一つ心配なのは、あそこで住民票を持ってきていないのに、保育園なんか

入れておらへんかと思う。そうすると、東員町へ何も金を払わんけども、下水道は使う、上

水道は使う、保育園も使う。こういうことで十分恩恵を受けておる。そこらのところ、一遍、

鳥取の自治会長らと相談して、住民票をここへ移してくれということをやってもいいんじゃ

ないかと思うんですが、最後に簡単に一言、お答え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）   お答えさせていただきます。 

 前回の定例会でもそういうようなご質問があったかと思いますけど、基本的には住民の

異動は本人の転居の関係ですね。ゼロとは申しませんけど、そういう方も数名みえるかわ

かりませんけど、大半の方は、私は転出・転入届は持って来ていただいていると思うんで

すけどね。調査しろということであれば、住民基本台帳法では確認と申しますか、当然仕

事としては、せんならんと思いますけど、ただ自治会長は、自治会にも入ってない方がたく

さんみえますので、そこまで及ばない。そんなことだと思います。そういう転入届を持って

きてみえない方は、自治会にも入られないと思いますので、自治会長は全然責任がござ

いませんので、自治会に入ってくれといっても入らないので、その方たちは多分子どもの

みえない方、高齢者の方、その方がそういうことをされるということで、子どもがおられる

場合はいろいろの連絡とか、いろいろなことで、私は住民票は持ってみえると思うんです

けど、それがそしたらゼロかと言われますと、それだけの確信はございませんけど、子ど

もをお持ちの場合はそういうことはないと思ってますので、調査の方法があれば、いろい

ろ検討はさせていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）      山田眞澄議員。 

○１６番（山田 眞澄君）   次に３点目に移ります。 

 バスもそうですけども、当町は商売しているわけではないんですね。住民の福利厚生が

上がるように、いろいろ施策を行っている。私も入ってますが、グランドゴルフというのは、

各大字ごとにも会をつくってみえるし、東員町一本の会もあります。 

先ほども同僚議員から質問がありましたが、私どもが入ってますのは、陸上競技場の

西の第２競技場、あそこで毎週１回やってます。これは最低１００人は寄るわけです。４００

人、毎月あそこへ寄ってます。 

これも土木課からもらったんですが、パークゴルフ場の利用の状況ですが、年間大体１

万７，０００人～１万８，０００人ですか。これの約４分の１は、１つの会で人を集めているわ

けです。ここらのところを考えますと、私もよそに尋ねにいきました。そしたら民間でやって

いるところがあった。会員を募集するのを、どうやって、やっているんだといったら、各地区

で会をつくってもらう。そして、その人たちは、こことは別に競技場の会にも会費を払って

会員になってもらう。そのかわり利用料は割引してますと。そこの場合では宿泊施設ともタ

イアップしている。そこへ来て、宿泊施設へ泊まる場合は、宿泊施設が持っているバスを

迎えに出して集めてきている。 



当町の場合は、私は中部公園については反対でしたので、あの施設運営その他につ

いて、今までほとんど発言したことがないのですが、もうほっとけませんので言います。非

難ではなくて、あそこはたくさんのお金をかけて施設ができました。できまして、管理人を

置いて、さあどうぞ、皆さん使ってくださいと。競技者を集める努力というのは何もしてない

んですわ。使えますよと言っただけで。後は人から人への話で、一遍行ってみようか。行っ

たらよかったで、もう一遍行こうか。こういう利用者が多いと思う。別に金もうけをしようとは

思いませんが、あそこをたくさんの方に利用していただかなければ、あれほどのたくさん

のお金をかけた意味がない。 

その点で一つの提案ですけども、今、使用料が５００円です。道具を借りると１００円で

す。好きな人が週１回、月に４回行くと、２，４００円要るんです。今日も同僚議員が老人の

所得の話をしてましたが、非常に厳しくなっている。この間、特別委員会では、町営プール

が終わった後のアイスクリームの売り上げが減っているという話も紹介されてました。例え

ば１，０００円の会費にするか、２，０００円の会費にするか知りませんが、東員町の競技

場の会員になってもらう。今、５００円を３００円に下げた。損やないかというけども、５回来

てくれれば、その人にとってはチャラなんですね。５回以上来てくれれば、その人は得にな

るわけです。 

このようにして会員制度をつくって会員の利用料は割り引く。５００円を３００円に、これ

はたとえの話ですが、そういうようにして、利用していただく会員をふやす努力をしたらどう

でしょう。こういう努力を何もしていない。できました。さあ使ってください。管理人がおりま

すで、あそこで切符を買ってください。それではやはりまずいと思う。その点、どうでしょう

か。パークゴルフの利用者増を図るために。 

これは町長に聞いたらいいんですか。だれに聞いたらいいんですか。町長にも一遍聞

きます。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   少し相談させていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）      太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   パークゴルフの利用法について、お答えをいたします。 

中部公園のパークゴルフ場は、公園の開園と同時にオープンし、本年の１１月で早や２

年を経過いたしました｡この間、町内外から約３万３，６００人の方々にお越しいただき、大

変ありがたく思っております｡ 



そこで、ご提言のパークゴルフ場に会員制度を導入し、入会されると使用料を割引する

ことで会員を募り、利用者増を図ることは、公園全体の利用を図る上でも有効な手段の一

つであることと認識しておりますが、現時点で、その方法を導入することは考えておりませ

ん。 

現在、ゴルフ場の利用者の方々で既に愛好会も組織され、利用者増に一役を担ってい

ただき、わずかではございますが、増加の傾向にありますので、今後の利用状況を見き

わめ、その時点で、どのような利用方法が最善かを検討させていただきたいと思っており

ます｡ 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      山田眞澄議員。 

○１６番（山田 眞澄君）   そういうのが官僚的答弁というんですよ。みんなグループで

来ている人は、自分ら同士で会費を決めて、ここでやった後、家へ帰る前にどこかで一杯

飲むかもしれない。あるいはコンペをやって、商品を出し合って楽しんでいるかもしれない。

それはそこの話なんです。 

私が言うのは、１，０００円の年会費を、あるいは２，０００円の年会費を徴収する。会員

になって会員カードを出す。そのカードを出せば、今の５００円の使用料を３００円か４００

円か２００円か知りません、それはそっちで考えてもらうとして、割り引いて、そして来ても

らう回数をふやすということ。東員町役場、官僚です。役所です。つくって、さあ、ここにあ

りますので、どうぞ勝手に使いなさい、ではダメなんです。そういう感覚で今まで来た。こ

れからは、そういう施設をせっかくつくったら、１人でもたくさんの人に入ってもらえるように、

どうしたらいいかを考えるのが、皆さんの仕事になってくると思う。さっきのバスと一緒です。

いかにしてたくさんの方に来てもらえるようにするか、これが大事なんです。 

町内・町外の人の問題があります。つくってもらった資料を見たら、町内１に対して町外

から２来ております。楽しみだったら、遠くからでも来るんです。だから町外・町内をいわず

に会員を募集し、会員に入ってもらう。割引するから、もっと回数を多く来てくださいと、こう

いう方策を考える必要がある。 

今おっしゃった、ややふえている傾向があるで、やがてそのうち考えますって、それでは

ダメなんです。いかに、もっとたくさんの人に来てもらえるようにするか。 

念のために申し上げておきますけども、私はパークゴルフへ行ってませんけど、グラン

ドゴルフをやってます。６人ずつで、大方２０組ぐらいのチームをつくるわけです。一斉にコ



ートへ出すわけです。というのは第１ホール、第２ホール、第３ホール、それぞれ６人ずつ

入れていくわけです。極端にいえば、あれは何人か知りませんが、４人で８ホールあれば、

３２人一遍に行くわけです。１と２が西と東にあります。そうすると６４人、一遍に行くわけで

す。極端な話ですよ。そうすると、朝９時からやれば、昼までに２回回転する。午前と午後

で４回は最低回転するわけです。どれだけの数が入れると思うんですか。まだまだ、どん

どん入ってもらっても、受け入れられる体制があるわけです。もっと積極的に取り組んでほ

しい。考えてほしい。 

今のご答弁は、多分、私が通告した後、町長にはまだ相談していないと思う。というの

は自分の段階で、これはまだ早いと、こういう腹やったと思う。いかに皆さんに東員町がつ

くった施設を使ってもらえるか。このために職員は何をしたらいいかという考え方で臨んで

ほしいと思う。 

先ほど売店の話が出てました。私はグランドゴルフをしてますので、グランドゴルフで言

うと、みんな１００円ばかりのジュースか何かの空のボトルにお茶を詰めて持ってきてます。

１回で元のところに戻ってくると、お互いに、わしの持ってきたものを飲まんかなと、昔のや

り方ですよ。食べ物までは出ませんけども。 

○議長（三宅 耕三君）      山田議員、発言時間が少なくなっておりますので、ご注意願

います。 

○１６番（山田 眞澄君）   そうやってやれば、売店でなくても十分のどの渇きは癒せる

んです。子どもで言えば、親はここへ連れてくれば無料で半日でも子どもを遊ばせられる

と。みんな、家庭は厳しいのです。そういう考えで、いかにしてふやすか。それを積極的に

考えていただきたいと、これを望んで、私の質問を終わります。 

 どうもありがとうございました。 

 


