
 ６番、近藤義憲君。 

○６番（近藤 義憲君）   本日、最後の一般質問になりました。 

 通告どおり３点の質問でありますので、よろしくお願いします。 

 まず１点目、総合文化センター、体育館施設の減免制度の見直しについて。２番

目、指定管理者制度について。３番、中部公園パークゴルフの現状とバーベキュー

広場について。 

 総合文化センター、体育施設ともに、オープンされてから２０年を経ているわけ

ですが、この間、一度も値上げもせずに本日まで進んでまいりました。先ほど大崎

議員からの使用料についての質問もあり、町長からも答弁がありましたけど、見直

しということは、値上げということだなとわかりました。 

 そういうふうで、見直す限りは利用者側のことも考えまして、今後とも進めてい

っていただきたいと思いますが、特に使用料の免除・減額団体の基準があいまいか

と思われますので、今回、値上げになりましたら、今後どのような減免・減額の方

針で進まれるのかを教育長にお伺いいたします。 

○議長（門脇 助雄君）   石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   総合文化センター、体育施設使用料の減免制度の

見直しについてのご質問にお答えをいたします。 

 教育委員会では、子どもや高齢者などの方への配慮や社会福祉団体など、皆さん

の活動を支援・推進する観点から、文化センターや体育施設におきまして、使用料

の減額や免除を幅広く認めてまいりました。 

 しかし、近藤議員ご指摘のとおり、受益者負担の明確化、利用者間の公平性の観

点から考えますと、その基準は決して明確ではないと思っております。 

 そこで、今後の対応でございますけれど、受益者負担の原則を徹底するためにも、

「減免制度」は特例的な措置であることを明確にし、また、現在は施設ごとに取り

扱いを定めている運用も、今後は、できるだけ多くの施設で共通の対応となるよう、

「基準の統一」を図ります。しかし、統一が困難な施設につきましては、施設ごと

に定めることとなります。 



 今後の具体的な予定でございますけれど、関係団体の活動内容を精査させていた

だき、新しい基準を作成しまして、平成２３年度から適用してまいりたいと考えて

おります。 

 いずれにいたしましても、「負担の公平性」、「施設の設置目的と利用者との関

係」などを考慮して決定していきたいと考えておりますので、よろしくご理解を賜

りますようお願いをいたします。 

○議長（門脇 助雄君）   近藤義憲君。 

○６番（近藤 義憲君）   減免制度、今までやってなかったので基準を設ける

とお答えいただいたんですけど、今回、議案にも上程されていますように、値上げ

になると思いますが、ただ値上げして、使用料が減った場合も考えられるというこ

とですね。その辺のことで、利用率アップのため、どのような方策を持っておられ

るのかということと、２年間は長いのじゃないかと。今でさえ１年おくれているわ

けなんですね、実施が。もう少し早くならないものか、その辺、お尋ねいたします。 

○議長（門脇 助雄君）   石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   利用率をアップするということにつきましては、

施設を使用していただきやすいように現在改修も進めておりますし、あるいは使用

の時間区分とか、そういうことも進めております。また、インターネット等で空き

状況を見ていただくことができるような、そういうことも今後取り組んでいきまし

て、いわゆる施設の使用の仕方、利用のしやすさ、それからまた申し込み等におき

ます利便性を今後図ってまいりたいと、こんなふうに考えておりますので、よろし

くお願いをいたします。 

○議長（門脇 助雄君）   近藤義憲君。 

○６番（近藤 義憲君）   値上げするからには、インターネットもリニューア

ルされましたので、申し込み方法はその場所へ行って申し込んでいただきますけど、

空き状況はいつもわかるように、そういうふうにひとつサービスの面もよろしくお

願いします。 

 それと答弁もれになりましたけど、まだこれから２年というのは、時間を区切っ

てひとつ早急にやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、２点目の指定管理者制度の方へ移らせていただきます。 



 平成１５年９月２日に地方自治法の一部改正をする法律が施行され、公の施設に

関するこれまでの管理委託制度が改正され、５年経過しました。多様化する住民ニ

ーズ、より効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用し

つつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減を図ることを目的とすると、

指定管理者制度の項目にそううたってあります。 

 当町の行革推進計画においては、平成２０年、本年、方針決定となっております

が、ふれあいセンター、総合文化センター、体育施設、またコミュニティセンター

は部署が違いますけど、指定管理者制度導入の進捗状況をお聞きいたします。担当

の部署、笹尾コミュニティセンターだけは別と思いますが、あとは教育長、よろし

くお願いします。 

 ２番目に、文化センターの体育施設の使用料見直しも改定が１年おくれておりま

すけど、おくれているままいくのか、改革推進どおりに、平成２１年度周知徹底で

すので、このようにいくのか、その辺のこと、ご答弁お願いいたします。 

○議長（門脇 助雄君）   石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   指定管理者制度についてのご質問にお答えをいた

します。 

 １点目の制度導入計画の進捗状況でございますけれど、東員町行財政改革推進計

画におきまして、年次別計画を定めて進めているところでございます。 

 まず、総合文化センターにつきましては、今年度中に方針を決定することになっ

ており、これまで検討を重ねてまいりましたが、複合施設の一括管理・運営は非常

に難しいと判断をいたしております。 

 また文化会館、図書館等の部分的な管理・運営につきましても、コスト面におい

て難しいと判断をしておりますので、現在の直営方式が最適であると認識をいたし

ております。 

 笹尾コミュニティセンターにつきましては、現在、運営を委託しております「笹

尾自治会連絡協議会」を選定する形で指定管理者制度を導入するよう、準備に入っ

ているところでございます。 

 なお、施設内には、住民票・印鑑証明書及び税の証明書等の自動交付機が設置さ

れておりますが、指定管理者による管理に移行しても法令上問題はないということ

を確認をいたしております。 

 また、体育施設につきましては、平成２１年度に方針を決定することとしており



ます。 

 具体的には、陸上競技場を中心としたスポーツ公園の一括管理方式を念頭に検討

しておりますが、現在の直営方式と比較してコスト面はどうなのか、町民の皆さん

の施設利用や、あるいは公的な体育行事の実施が制約を受けないかどうかなど、ま

だ多くの検討課題がございます。総合型地域スポーツクラブが平成２１年度に設立

されることも考慮しながら、さらに実例を収集し、調査研究を進めてまいりたいと

考えております。 

 次に、２点目のご質問にお答えをいたします。 

 総合文化センター及び体育施設の使用料見直しにつきましては、ご承知のとおり、

当定例会におきまして、改定案のご審議をお願いをしているところでございますが、

指定管理者制度導入の検討につきましては、「行財政改革推進計画実施計画」に基

づいて進めてまいりたいと考えております。 

 使用料減免制度の見直しにつきましては、先にご質問いただきましたように、指

定管理者に施設の管理・運営を任せた場合、施設使用を許可する権限も指定管理者

が有することや、いわゆる「利用料金制」を採用した場合、施設使用料を指定管理

者の収入とすることができることから、減免制度のあり方とは密接な関連がござい

ますので、慎重に進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解賜りま

すようお願いを申し上げます。 

○議長（門脇 助雄君）   松下忠生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下 忠君）   近藤議員からの、指定管理者制度についての

ご質問にお答えします。 

 ふれあいセンターの指定管理者制度の導入につきましては、行政改革推進計画実

施計画におきまして、平成２０年度に方針を決定することとしており、現在、指定

管理者制度を導入すべく、条例及び規則改正の準備を進めております。 

 この改正案を１２月議会には上程させていただきたいと考えておりますので、ご

理解賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（門脇 助雄君）   近藤義憲君。 

○６番（近藤 義憲君）   指定管理者制度は大変難しい、指定管理者委員を選

ぶことも、指定管理者の入札かどうなるかわかりませんけど、実際、この個票のと

おりに、今４件ばかりいってますけど、平成２１年、条例導入の場合で、平成１８

年度は３０％、平成１９年度は３０％、本年は４０％、３０％のところもあります



けど、計画上、普通でしたら７５％まで今年進んでいるわけですね。そのことを今、

教育長と生活福祉部長に言ってますけど、実際本当にできるのかということですね。

１２月の条例に出すと言われますが、規則はつくったけど実際進むかどうか、多分、

議会の議決も要るし、逆に進んでいるというとおかしいけど、先ほど言いました減

免制度のことも絡んできますので、慎重審議をやっていただいて、行革のとおりい

かなくてもいいとは言いませんけど、やっていただきたいのですけど、その辺、も

う少しハッパをかけるなり。 

 例えば三重県大紀町は、１５年で、平成１８年に指定管理者制度をやっています、

三重県で。市だとたくさんやってますけど、失敗しているところもたくさんありま

すので、ひとつ業者選定、条例はできたけど、業者がいなかったら何もありません

し、その辺のことを議会ともしっかり話し合って進めて、失敗のないようにお願い

したいと思います。 

 それでは３問目の質問へ移りたいと思います。 

 中部公園のパークゴルフの現状とバーベキュー広場について。 

 １つ目、パークゴルフ公認競技場に認定されたが、今後の利用増、増収計画、申

し込み方法など、改善の余地があると思われます。来年度、利用者の便宜を図ると

いう観点からどのように考えていられますか。 

 ２つ目、昨年度の入場者数と売り上げ合計をお聞きします。それと、前にもお願

いしたんですけど、駐車場の拡充と冠大会と広告収入を図るスポンサーつきの競技

大会を定期的に行うと。年に一度ぐらい町長杯を争う競技にしたり、また、公認に

なった以上はベストグロス賞とか、優勝者にメダルを渡すとか、そういう楽しみの

あるパークゴルフ場にしていっていただきたい。 

 それからバーベキュー広場ができて２年になりますけど、利用者数と町内・町外

の数字をお伺いしたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（門脇 助雄君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   ご質問の、中部公園パークゴルフ場の現状とバーベキ

ュー広場の利用につきまして、お答えをいたします｡ 



 まず、１点目のパークゴルフ場の今後の利用料増収計画と申し込み方法などの改

善の余地があるが、利用者の便宜を図るという観点からどのように考えているかと

いうご質問でございますが、中部公園パークゴルフ場は、多くの方々にパークゴル

フの普及と競技者増を図るため、本年の４月に公認コースの認定を受けました。 

 ご質問いただいた利用料増収計画とは、利用者をふやすことになろうかと思いま

すが、利用者増を図る手段としては、ご質問の中で議員からもご提案いただいてお

ります、冠をつけた大会や、他市町で開催されておりますスポーツ用品メーカーな

どをスポンサーにした大会の開催、そして小中学生などを対象としたパークゴルフ

教室などを開催し、普及を図ることが、少しでも利用者増につながるものと考えて

おります。 

 また、申し込み方法などの改善余地につきましては、特にパークゴルフ場へ連日

のようにお越しをいただいている方々にとっては、利用券の回数、期間などの種類

が少ないことや、利用券の券売機が５，０００円、１万円の高額紙幣が使用できな

いことなどのご意見をいただいております。これらの改善を望まれているものと思

っております。利用者増や利用者の便宜を図る観点からも、さらに利用しやすいよ

うに検討してまいりたいと考えております。 

 次に２点目の、昨年度の入場者数と売り上げ合計につきましては、平成１９年度

の利用者数は、平成１８年度とほぼ同数の１万８，６３１人で使用料収入は、８３

８万８，４００円でありました。 

 次に３点目の駐車場の拡充と冠大会及びスポンサーつきの競技大会の定期的開催

のご提案に対する考えにつきましては、１つ目のご提案の駐車場の件は、以前から

ご要望もいただき、特に気候のよいときなどは多くの方々にお越しをいただき、駐

車スペースが少なく、大変ご不便をおかけしてまいりました。 

 そこで、駐車場の増設について、周辺農地等の利用も視野に入れ、検討してまい

りましたが、まずは、公園内や周辺の未利用地で有効に利用できる部分を駐車場と

して活用できないか、検討を行い、現在の公園駐車場の南側に１６台分を、北側に

１０台分を増設し、また、役場西の丸山橋下流左岸側の広場部分に２０台分を、合

計で３カ所４６台分を新たに駐車場として確保し、その経費を本議会に補正予算と

して上程をさせていただいております。 

 次に２つ目のご提案の、冠大会やスポンサーつきの競技会の開催につきましては、

利用増を図る有効な手段であることと、プレーヤーの実力評価や技術力の向上につ

ながるものと思っております。他市町の実施状況や、既に大会を催していただいて

いる愛好会の方々のご意見やご協力もいただきながら、開催に向けた検討を行って

まいりたいと考えております。 



 次に４点目の、バーベキュー広場の利用者数の町内・町外別人数につきましては、

平成１８年４月のオープンから本年８月までの２年と５カ月でございますけど、利

用者数を申し上げますと、全体で５，９６１人で、うち町内の方が全体の４５パー

セントで２，６７５人、町外の方が５５パーセントで３，２８６人の方々がご利用

をいただいております。 

 今後も多くの方々に楽しんでいただけるよう、利用状況や利用者などの意見を参

考に、施設の運営・管理に努めてまいりますので、よろしくご理解賜りますよう、

お願いを申し上げます。 

○議長（門脇 助雄君）   近藤義憲君。 

○６番（近藤 義憲君）   パークゴルフ場なんですけど、２～３年前にも質問

したことがあるんですけど、いなべ市の藤原町のゴルフ場が２，０００万円ぐらい

売り上げを上げていると。その時、東員町で７００万円ぐらいだったんですから、

あれから大体１年で１００万円ぐらい上がってます。そういう面で、提案ですけど

９ホール増設していただく、それから割引券、回数券か定期券、また子どもが無料

ですけど、子ども割引と７５歳以上の方の割引とか、そういうひとつ細かい配慮を

していただきたい。多分、ちょっとやれば１，０００万円にはなると思います。 

 ちなみに時間がありますので、ちょっとあれですけど、話が飛びますけど使用料

のこと。今、使用料いろいろありますけど、東員町で一番使用料収入が多いのはゴ

ルフ場なんです。今、町長からありましたし、決算書を見せていただきましたら、

８５２万円の使用料収入がある。 

 今からベスト１５を言います。２番が斎苑、今いろいろ問題になっている。免税

もありますけど、一応、使用料収入が５８２万円。３番目が公園です。墓地公園、

ＡとＢを足して５０２万円。総合体育館と武道館、４８３万円。５番目に町民プー

ル、３０９万円。文化会館、２５２万円。陸上競技場、１５５万円。城山テニスコ

ートと球場、１４１万円。共同福祉会館（勤労者会館）１３３万円。学校施設が１

３０万円。中央公民館、１０７万円。中央球場、９９万円。保健福祉センター、８

０万円。ふれあいセンター、７１万円。その他、６０万円。もちろん、免税のとこ

ろもありますので、一応有料で収入が上がったということですね。 

 ちなみに、これも使用料と書いてありましたので、町営住宅の収入が９４２万円

です。パークゴルフがちょっと頑張れば９４２万円ぐらいいきます。 



 それからちょっとこれは違うのですけど、共用占用料、電力、ガス、電話ですね、

これは１，３６０万円で使用料ではないんですけど、町長、いろいろ今、経費を削

ってますけど、私はパークゴルフを９ホール増設して、例えばあそこでもう少しや

れば、２，０００万円まではいかんにしたって、１，２００～１，３００万円ぐら

いはいきますから、削るばかりやなしに、投資するところへは投資して、もうちょ

っとその辺、みんなで検討していただきたい。 

 それで例えば管理人が１人ついていただいて、公認をとった以上はルールも必要

ですので、少し詳しい人に１人いていただいて、パートで年間１５０万円ぐらい払

ってもいいですけど、専従者を１人つけて指導していただきたいと思います。 

 そういうふうで、いろいろ財政が厳しい折、みんなに喜ばれて気分よくやれて、

雨の日もなし、雪の日もなしで、これだけの収入が上がってますので、大きく考え

ると今の中部公園と運動公園ですね、あの一帯を例えば前にも提案したように、公

園管理課でやったらどうかと。運営面をひとつそういうふうにして、先ほどお願い

しました指定管理者制度でも、あそこを観光協会かどこかで、公園中全体でやれば、

もっと増収を図れるのじゃないかなと思いますので、これをプラスの方向で進んで

いただきたい。 

 それともう１点、提案ですけど、先ほどバーベキュー広場を開設していただいて、

いろいろ施設をやっているのですけど、あそこの利用率が町外と町内で約４５％か

ら５０％です。無料でやってます。あそここそ、例えば町外の方は、例えば皆さん

で決めて１，０００円なら１，０００円、１人幾らでもいいんですけど、あの辺を

パークゴルフ場、バーベキューでも町内外の差別化と、増収をするのでしたら、バ

ーベキュー広場１カ所幾らかわかりませんけど、すぐに５０万円ぐらいの収入には

なると思いますので、これから時期も、１０月過ぎればどうかわかりませんけど、

その辺のことも一度、町長の方針として、ひとつ経費節減、何なりいろいろありま

すけど、去年の決算で６億円、今年で４億５，０００万円残しておりますので、業

界の言葉で不用額になっておりますけど、皆さんの努力で経費節減のお金をそちら

へ回していただいて、少しでも皆さん楽しみたいと、文化・体育に関することは少

し真剣に取り組んでいただきたいと思いますので、その辺、町長ひとつお答え願い

たいと思います。 

○議長（門脇 助雄君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 



 中部公園のパークゴルフ場ですね、私も愛好会の方とか、よその市町の方とか、

いろいろお話はさせていただいております。 

 基本的に、先ほど、いなべ市の藤原のパークゴルフ場のことも述べられました。

平成１９年度なんですけど、２，０００万円はいっておりませんので、１，４９０

万円で、入場者は２万人ということでございます。志摩の志摩パークゴルフ場のこ

とも聞いております。 

 東員町のパークゴルフ場、地理的に言っても非常に有利というんですか、藤原か

ら見ても志摩市から見ても、うまくやれば非常に地理的に有利なところでございま

すので、よそに負けないと思います。そんなことで、まず公認コースを取らさせて

いただきました。そして、現在担当の方に指示させていただいておるのは、パーク

ゴルフの用具屋というんですか、スポーツ用具屋のスポンサーをいただいて、冠大

会を開けとか、またその他の団体の大会を開く、町長杯にしろ、何であるにしろ、

そういう大会を定例的に開く。そうすれば愛好者の方は必ず東員町にはたくさん来

ていただけれる、そんな情報もいただいております。 

 ただ、現在、東員町がちょっと伸び悩んでおるのは、子どもが無料なんです。子

どもが無料のために、本当の愛好者の皆さんに迷惑をかけておる。普通のゴルフも

同じなんですけど、前が余り上手でない方ですと、後の方に迷惑をかける。そんな

状況で、東員町の場合は子どもが無料のために、後でみえた方が帰っていかれる。

特に土曜日、日曜日のたくさん来ていただくときに、子どもが入られますと、もう

それで愛好者の方は今日はやめやということで帰られます、という情報も得ており

ますので、先ほど９ホールをふやせということでございましたけど、子どものパー

クゴルフ場というのですか、子どもの遊び場をまずつくりたい。無料の場所でござ

います。それを来年度つくるという方向で指示をさせてもらいました。子どもです

ので、余り立派なものではなしに、余り金をかけずに、子ども用のパークゴルフ場

を隣につくらせてもらう。そうしますと、愛好者の皆さんが、もっともっと来てい

ただけるということも情報をいただいておりますので、それを来年度、ぜひ認めて

いただきたいと思います。 

 そして、スポンサーつきの冠大会をもっと開いていく。藤原もそういう格好で開

いておりますので、もっともっと研究してスポンサー探しをするということとか、

駐車場は大変難しいのですけど、一応、今年の補正を認めていただいて、皆さんの

駐車場の確保をしていきたい。もっともっといろいろあると思いますけど、研究を

しながら、よそに負けないようなパークゴルフ場をつくっていきたいと思っており

ますので、ご理解をいただきたいと思います。 



 以上でございます。 

○議長（門脇 助雄君）   近藤義憲君。 

○６番（近藤 義憲君）   バーベキューの方も値上げしていただいて、ひとつ

増収を図っていただきたい。 

 それと、前にも申しました私の希望ですけど、木村議員も言ってみえましたとお

り、陸上競技場、プールもありますので、ひとつ自炊でも結構ですので、宿泊して、

パークゴルフでも東員で一泊して藤原に行くとか、藤原でパークゴルフをした人が

東員へ来るとか、遠くからも来てみえますので、２コースを２日がかりで遊べると

いうと失礼ですけど、健康のために、できましたら本当にあそこにひとつ、私、前

から言ってますように、温泉を掘っていただければ、健康面で、気分的・精神的な

ことで、文化・体育に関しましては、お金はかかるんですけど、何か東員町のシン

ボルに、あそこに公園できたのですけど、もう少し町長の方針として進めていただ

ければ、財政がいいのですから、悪いときのことを考えるよりも、いい方へ前向き

に考えていただいて、箱物行政が私はいいとも言いませんけど、悪いことではない

と思いますので、ひとつ東員町のシンボルになるようなものを目指して、２期に向

かってやっていただきたいと思います。ひとつ要望だけお願いしまして、私の質問

を終わりたいと思います。 

 よろしくお願いします。 


