
○７番（木村 宗朝君）   今回は３項目の質問をいたします。 

 １点目、障がい者スポーツについて、２点目、陸上競技場の記録について、３点

目、過去の質問についてです。 

 最初は障がい者スポーツについて、質問をいたします。 

 東員町でも総合型地域スポーツクラブが発足して３年目になります。クラブの中

にいくつものメニューが用意されている多種目、子どもからお年寄りまでの多世代、

初心者からトップレベルの人が一緒のクラブで活動をするといった多趣向というク

ラブの理念がありますが、もう１つ、障がいを持っている方も含めたクラブ運営を

ということがあります。しかし、まだまだそのようなところまでは難しいのが現状

であると聞いております。 

 ３０年ほど前だったと思いますが、三重県の障がい者の運動会を東員町で実施し

た記憶があります。また、自動車関係で働く者でつくる労働組合、自動車総連では、

毎年１回、各県ごとに障がい者施設の方々との運動会である「ナイスハートふれあ

い広場」というのを実施していますが、私自身もとても楽しく参加しています。 

 そこで町長に伺いますが、東員町としても、そのようなことを実施してはどうか

と考えます。障がい者の方も含めたスポーツ、障がい者スポーツをどのようにとら

えられているか、考えがあればお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   木村議員からの障がい者スポーツについてのご質問

にお答えをいたします。 

 障がいのある方々へのスポーツ振興は、本町の掲げる、誰もが普通の生活のでき

る地域づくりにとりまして、大変重要な要素であると認識をいたしております。 

 現在いなべ地区におきましては、各学校の特別支援学級に在籍の児童生徒が、交

流と体力増進を目的に「あすなろ運動会」を、教職員や保護者、そして地域のボラ

ンティアの皆さんのご協力のもと、毎年１回開催されているところでございます。 

 議員ご提案の障がい者の方々のスポーツ大会でございますが、私の個人的な考え

方といたしまして申し上げますと、障がいのある方だけに集まっていただいての大

会では何の意味もないというふうに思っております。 

 私が描きますこれからのスポーツ大会は、例えば駅伝大会を例にいたしますと、

健常者の子どもから高齢者まで、それと車いすや目のご不自由な方など、障がいの

ある方のランナーまでが、みんなが同じ土俵に上がって、そして参加して、一つの

タスキをつないでいくような大会をイメージしておりまして、そういう大会が開け

ないものかと考えております。 

 具体的には、来年度に陸上競技場を会場といたしまして、そのような大会の開催

ができないか、検討をしていきたいと考えておりまして、翌年度、あるいは翌々年

度の開催を目指していければなと思っております。 



 できれば距離はマラソンと同じ４２．１９５キロとし、将来的には国際大会が開

けないかというようなことまで夢を持って考えております。これには、たくさんの

壁もあろうかと思いますが、皆さんのご理解を賜り、前向きに進めてまいりたいと

考えておりますので、ご支援賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（山本 陽一郎君）   木村議員。 

○７番（木村 宗朝君）   そこまで障がい者のスポーツを具体的に考えてみえ

るということは知りませんでしたけれども、今言われたようなことが、駅伝大会な

んかが具体的に進んでおるのかどうかということをお聞きしたいんですけど、この

ような大規模なことは、体育協会とかフレンドリーとか、そういった団体だけでは

とても難しい話だと思うんですね。町が主体となってやらなければ、将来的に国際

大会というようなことも出ましたけれども、難しいと思いますが、町が主体的にや

る。具体的なところまではいっているのかどうか、ちょっとお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   申しわけございませんが、今のところ、私のまだま

だ腹案の状況でございまして、これから検討に入ってまいりたいというふうに思っ

ているところでございますけれども、何としてでも、今までは、やはりオリンピッ

クはオリンピック、パラリンピックはパラリンピックと分けられた状態の大会、こ

れが常識でございましたので、何とかオリンピックとパラリンピックを一緒にでき

ないかというのが発想でございまして、一緒になって一つの大会を開催できればと

いうふうなことを強く思っておりますので、来年になりましたら検討を始めていき

たい。来年度、要は平成２４年度には本格的な検討に入っていきたいと思っており

ます。 

○議長（山本 陽一郎君）   木村議員。 

○７番（木村 宗朝君）   そこで町長が言われるような大会が、いろいろ難し

い面があるというようなことなんですけど、町長が思ってみえる難しい面をいくつ

か挙げていただくとすると、どのようなことが壁といいますか、障がいになるかを

お聞きしたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   まずは、こういう大会がどこにもないということで

す。例がないということですね。ですからゼロから考えていかなければならないと

いうのが、まず一番大きな壁ではないかと思っております。 

 その中で障がい者の施設、あるいは関係者、スポーツ施設関係者、それから行政、

民間、こういったいろんなところへ働きかけて、いろんなご協力をいただかないと、

できないかなというふうなことを思っておりますので、一つ一つ問題を出して、そ

してそれを一つ一つ片づけていく、一つ一つ解決していくというふうな方向で検討



を重ねてまいりたいと思っておりますが、まだその中でどんな壁がまた出てくるの

か、ちょっとわかりかねるところもあります。それが一番大きな壁かもわかりませ

んが、ともかく前向きに進めていきたいと思っております。 

 ぜひともご協力賜りますよう、お願いを申し上げたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   木村議員。 

○７番（木村 宗朝君）   私が思うには、いくつかの難しい面があると思いま

すけども、一つは東員町には宿泊施設がないということが大きなことかなと思うん

ですね。民泊ということも考えられますけれども、そういった施設が皆無という状

況で、このような大会ができるのかなと、こういうふうなことも思います。 

 桑名市の駅伝大会で人気があるのは、長島温泉があって、全国から、それも楽し

みに参加するということがあって、だんだん参加者が増えているということがあり

ますけど、東員町の場合は、この大会に限らず、陸上競技場で大会があっても桑名

で泊まったり、四日市や鈴鹿まで宿泊所を探しにいくということがあって、一番の

問題はこれかなと思うんですが、それを大会に合わすとなると、なかなかそれは難

しいですけど、これも解決するきっかけかなと思うんですけど、宿泊施設に関して

は、後の質問にもありますけど、このことに関しては町長はどのように考えてみえ

ますか。陸上競技場を使う、あるいはほかの施設も含めて宿泊施設がないというこ

とに関して。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   宿泊施設に関しましては、現実問題、東員町内でホ

テル、あるいは宿泊施設をつくりたいというような民間の皆さんのお問い合わせが

あったことも聞いておりますし、私も承知しておりますけれども、実際に宿泊施設

をつくれるような都市計画になっておりませんで、なかなかいい場所が見つからな

いということで、断念をされているというふうに伺っております。 

 宿泊施設につきましては、行政が手を出すべきものではございませんので、そう

いう事業者があって、そして条件が整えば宿泊施設をつくるというような、そうい

う事業者があった場合には積極的に誘致をさせていただきたいとは思っております

が、まずは多分、都市計画を見直していかなければ実現が非常に遠いのかなという

ふうなことも思っておりますので、全体的な東員町の青写真というものも考えなが

ら詰めていきたいなと思っております。 

○議長（山本 陽一郎君）   木村議員。 

○７番（木村 宗朝君）   宿泊施設はそのような考えとして、私も障がい者ス

ポーツというのをぜひとも推進していただきたいと思いますし、自分自身もそのよ

うなことにかかわりたいなと、こういうふうに思ってますので、そのような大会が

開けるように、みんなで努力したいなと思っております。 

 ２問目にいきます。 



 ２点目の質問は、東員町総合運動公園陸上競技場での記録を掲示してはどうかと

いう質問であります。 

 ご存じのように、東員町の陸上競技場は日本陸連の２種公認であります。しかし

私たち町民は、記録を目にすることはほとんどありません。どの程度の記録が出て

いるのか、さっぱりわからない状況であります。 

 中学校にいくと、体育館にはマラソン大会の歴代の優勝者が掲げられています。 

 そこで東員町陸上競技場で出た記録、あるいは東員町在住者が他の競技場で出し

た記録など、１００メートルの記録保持者、２００メートルの記録保持者といった

ことを掲示したらどうかと思います。 

 そのようなことを考えることはありませんか、町長にお伺いいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   議員ご提案の、競技場内に記録を公表することにつ

いてでございますが、このことに関しましては、何ら問題があるものではございま

せんので、掲示公表の形で、掲示の場所、内容、方法等を関係機関と詰めて早急に

対応をさせていただきたいと思います。 

 ちなみに、これまでに町陸上競技場で記録されました県の記録をご紹介させてい

ただきますと「中学生女子、１００メートル、水谷友紀さんが１２秒２６」という

もの、ほか３つの記録がございます。早急に取り組みたいというふうに思っており

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（山本 陽一郎君）   木村議員。 

○７番（木村 宗朝君）   今言っていただいたのは、東員町の陸上競技場で出

た記録ということを掲示するということですが、もう１つ、さっき言ったように、

東員町在住の選手がほかの大会で公認記録、それもできれば掲げていただきたいと

思います。東員町民の人の励みといいますか、この人が記録保持者だと。例えばマ

ラソンで言うと、何々さんという方が２時間１１分台で走ってみえると思います。

１００メートルは１０秒台の人が何人かみえると思いますので、東員町在住の人の

最高記録も一緒に掲げていただきたいと思いますが、そういう考えでよろしいでし

ょうか。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   ご指摘賜りましたことについても前向きに検討させ

ていただきたいと思います。また、担当部署より議員にもご相談申し上げることも

あるかと思いますので、そのときはご指導賜りますよう、よろしくお願いを申し上

げます。 

○議長（山本 陽一郎君）   木村議員。 

○７番（木村 宗朝君）   よろしくお願いします。 

 それでは３点目にいきます。 



 ３点目は過去８年間、２９回の質問をいたしました。その間、町長がかわられま

したので、町長の考えも違って当然であります。そこで調査中、検討中といった懸

案事項である１４項目について再度質問をします。新町長の答弁をお願いいたしま

す。 

 １点目は青年団の再組織化をしたらどうかという質問であります。以前のような

青年団は難しいとしても、町の活性化のために何らかの形で若者が集まる場、組織

というものをつくる考えはありませんか。 

 ２点目、未婚者支援事業であります。まず調査を実施しますとのことでありまし

たが、具体的にその後を、お聞かせいただきたいと思います。 

 ３点目、スポーツ施設や中部公園に付加価値をつける。具体的には先ほども言い

ましたが宿泊施設やキャンプ場、野外ステージ、レストラン、売店、中央球場の公

式野球場の整備などであります。 

 ４点目、中部公園の管理棟をスタートホール付近にしたらどうか。中部公園の現

在の管理棟を売店や他の用途に利用し、スタートホール付近の休憩所をパークゴル

フ場のクラブハウス兼管理棟にしたほうがよいのではないでしょうか。 

 ５点目、体育振興事業と施設管理の方向性をお聞かせいただきたいと思います。 

 ６点目、役場周辺、体育館、駐車場を拡大することについてであります。文化セ

ンターの駐車場は広くなりましたが、役場周辺、体育館の駐車場は狭過ぎます。工

夫次第ではもう少し広くできると考えますが、そのような考えはありませんか。 

 ７点目、体育施設使用料見直しであります。一昨年、文化施設、体育施設の使用

料の値上げがありました。その後、減免制度の見直しがありました。しかしそれで

は不十分であると思います。再検討する必要があると思いますが、その考えをお聞

かせいただきたいと思います。 

 ８点目、文化施設・体育施設に休館日は必要か。文化施設・体育施設は火曜日が

休館日になっていますが、利用の多い施設を休館日なしにしてもよいのではないか

と思いますが、どのような考えかをお聞かせください。 

 ９点目、友好親善都市の姉妹提携を増やすことについてであります。 

 現在は大台町と友好姉妹提携を結んでいますが、それは継続していただくとして、

新たに他のところとのそのようなことを考えてはどうかと思います。防災面から見

ると、もう少し距離のあるところと提携するべきではと思います。他の市町の例を

見ても、ある程度距離があるところと提携することが進められています。どうでし

ょうか。また、防災面からだけではなく、文化・スポーツなど、多方面から交流を

推進したらどうでしょうか。 

 １０点目、人事異動の周期を長くすることについてですが、人事異動が頻繁に行

われているような感じを受けます。腰を据えて、もう少しサイクルを長くして仕事



をしてもらうほうがよいのではないかと思いますが、どのような考えかをお聞かせ

ください。 

 １１点目、防災訓練、敬老会、フェスティバルについてでありますが、防災訓練

については、現在行われている６年に１回の校区巡回をやめて、自治会ごとの防災

訓練を指導・助言する方向にするべきではと思います。敬老会については、現在の

敬老会と、隔年ごとでもよいので自治会で敬老会を行い、そこへ補助を出す方法は

どうかと考えます。 

 フェスティバルがなくなりましたが、笹尾祭り、城山祭りに加え、神田・稲部・

三和を５年に１回、そこへ重点的に補助を行い、趣の違う５つの祭りを住民主体で

つくり上げることに今までのフェスティバルの予算を使ったらどうかと考えますが、

どうでしょうか。 

 １２点目、自主文化事業を満席にするまちづくり補助金についてでありますが、

町が主催する自主文化事業は空席があります。しかし先日行われた東日本大震災救

援の会、いなべ主催のコンサートでは、ほぼ満席でありました。それも補助金なし

であります。そこで、そのような団体を育て、そのような団体に少し補助を出し、

１年に１回でも２年に１回でも、そのような催しを企画してもらうほうが、文化振

興に有効ではと考えます。そのようなことをまちづくり補助金としたらと考えます

が、どうでしょう。 

 １３点目、幼児教育の無償化でありますが、予算は必要でありますが、９，００

０万円ぐらいと思いましたが、人口増の施策としては有効であると考えますが、ど

うでしょうか。 

 １４点目、以前は小中の校庭の芝生化を質問いたしましたが、今回は園庭の芝生

化であります。視察などを行って、小中学校では難しい面もあるようでしたが、幼

稚園・保育園の園庭なら可能で有効であると感じました。そのような考えはありま

せんか。 

 以上１４点について、町長の答弁をお願いします。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   議員が以前質問されました１４点につきまして、４

月に新しく就任させていただきました私の考えということで、述べさせていただき

ます。 

 １点目の青年団の再組織化につきましては、これからのまちづくりを考えたとき

に、若い人に活力があるということは大変重要な要素であると考えておりますが、

今の人の考え方、思いは多岐多様にわたり、活動範囲も拡大している現状を考えま

すと、非常に難しいのではないかと思っております。 

 しかし本町では現在、中心市街地づくりを模索しておりまして、そこには若者が

集まる活気のあふれる場として位置づけることが重要であると考えております。 



 また、若者のまちづくりへの活動につきましては、行政といたしましても積極的

に支援をしてまいりたいと考えており、最近の事例といたしましては、再来年の２

０１３年を目指して「員弁」という言葉が１３００年前にできたということで、「員

弁１３００年祭」に向けて、まちづくりに取り組まれている若者のグループがござ

いまして、私どもも、この取り組みを支援させていただくとともに、一緒になって

１３００年祭の成功を成し遂げてまいりたいと考えております。 

 ２点目の「未婚者支援事業」につきましてでございますが、先の国勢調査の結果

を見ますと、本町の未婚率は増加傾向にあります。行政といたしましても、少子化

対策の観点からも、未婚者の支援を行う必要があると考えており、詳細につきまし

ては現在検討中でありますが、新年度予算において、町内にあるＮＰＯとも連携を

しながら、若者に出会いの場を提供できる施策を講じてまいりたいと考えておりま

す。 

 ３点目の、スポーツ施設や中部公園に付加価値をつけては、とのご質問に関しま

しては、来年度、中部公園内にあります管理棟の一部を改修して、物品販売等がで

きるように考えております。 

 また、議員の持論であります、これも先ほどご質問がありましたが、スポーツ施

設周辺に宿泊施設やレストランなどの付帯施設を整備しては、とのご提案につきま

しては、行政だけで手がけることは困難であり、スポンサーや有意の民間事業者が

現れましたときに考えてまいりたいと思っております。 

 中央球場を硬式野球が行える球場に整備しては、ということでございますが、そ

うなりますと施設面で、これまで以上の高度な安全対策をとらなければなりません

ので、それには慎重な検討が必要であり、関係者と協議をしてまいりたいと思って

おります。 

 ４点目の中部公園の管理棟をスタートホール付近へ、とのご指摘につきましては、

今の管理棟に付随した管理装置や管理業務があり、新たにスタートホール付近に管

理棟をつくりますと、建設費や最低１名の人件費が余分にかかってくるということ

になりまして、経費節減が叫ばれております今といたしましては、大変難しいのか

なと考えております。 

 ５点目の体育振興事業と施設管理の方向性につきましては、誰もがいつでも気軽

にスポーツを楽しむことができるよう、地域に根差した「地域スポーツクラブ」と

して設立されました「とういんフレンドリークラブ」により、さまざまな形でスポ

ーツに親しむ機会を提供いただいております。 

 体育協会やスポーツ少年団におきましては、それぞれの立場で本町のスポーツ振

興を支えていただいておりますが、役目において重複する部分や、それぞれの役割

を整理する必要が生じてきております。 



 今後は、それぞれの団体間の連携や役割分担を明確にし、統合できるところは統

合し、さらなる体育振興を図っていきたいと考えております。そんな中で、体育施

設の管理運営につきましては、町民の皆さんの利便性やニーズをしっかりと把握し

た上で、指定管理者制度の活用も含めて検討してまいりたいと考えております。 

 ６点目の役場や体育館周辺の駐車場拡大ということにつきましては、ご指摘のよ

うに役場の駐車場は連日ほぼ満車状態が続いておりまして、健康診断、がん検診な

どが行われる日には駐車スペースがないというような状態になっております。した

がいまして来年度、駐車場内の樹木を一部撤去いたしまして、駐車スペースの増設

工事を実施いたしたいと考えております。 

 ７点目の体育施設使用料の見直しについてでございますが、施設使用料は、平成

２１年４月から新料金でご利用をいただいているところでございますが、この料金

を再検討する必要があるのではというご指摘ですが、この改定は、近隣市町の使用

料を基準として行われたものではなく、料金体系を施設の実態に合ったものとさせ

ていただいております。そのため一部の施設では、他の市町より若干高くなってい

る場合も見受けられますが、引き続き、現在の料金でご利用いただきたいと考えて

おります。 

また、減免制度につきましては、不都合が生じている場合は、解消に努めてまい

る所存でございます。 

 続きまして、文化施設・体育施設に休館日は必要か、ということでございますが、

町の施設は１９施設ございますが、その施設の設置条例、規則において休館日を設

けております。休館の目的の１つには、施設の点検、メンテナンス等に要する日が

必要であるということから休館日を設けておりますが、利用者の方々から施設に空

きがなく、不都合であるとのご意見もたくさんちょうだいをいたしておりますので、

休館の必要性も含め、利用しやすい環境整備を検討するよう、指示をいたしている

ところでございます。 

 続きまして友好親善提携でございますが、ご承知のとおり、現在大台町と友好親

善提携、災害時相互応援協定の締結をさせていただいております。 

 今年は、３月の東日本大震災や９月の台風１２号の被害などでは、いざというと

きのために備えることの大切さを改めて考えさせられる年でございました。 

 本町といたしましては、こうした災害に対しまして、県と連携をいたしまして、

宮城県への職員の派遣や紀宝町への給水支援・災害調査などに職員を派遣させてい

ただいたところでございます。今後もこうした災害が発生したときには、友好親善

提携や災害時相互応援協定にとらわれず、積極的に支援や応援をしてまいりたいと

考えております。 

 また、県外自治体との友好親善提携等につきましては、今後よいご縁があって結

実するものであれば、積極的に交流を図ってまいりたいと考えております。 



 次に、人事異動の周期を長くということにつきましては、行政へのニーズは近年

大変複雑化をしており、専門職員の育成が必要となってきていると考えておりまし

て、そのような観点から、来年度は福祉の専門職員を採用することといたしており

ます。人事異動を実施する際には、行政サービスが低下することがないよう、適材

適所、適正な人員配置を念頭に、異動の周期につきましても十分考慮をして実施し

てまいりたいと思っております。 

 １１点目の防災訓練、敬老会、フェスティバルにつきまして、まず防災訓練は、

町が実施いたしております総合防災訓練と、自治会すべてに自主防災組織が結成さ

れたことにより、自治会単位で地域に則した防災訓練とが実施されております。今

後も総合防災訓練と地域での訓練の双方を実施し、地域防災力の一層の強化を図っ

てまいりたいと考えております。 

 次に敬老会につきましては、本年の敬老会の出席率は２６．１％で、敬老会への

参加は年々低下をしている状況でございます。現在、７５歳以上対象者へのアンケ

ートの実施や近隣市町の開催状況の把握を行い、地域での敬老会の開催も含め、敬

老対象者の方が喜んでいただき、参加しやすい開催方法を、来年度に向けて慎重に

検討しているところでございます。 

 次に、フェスティバルにかかっていた費用分を住民主体で作り上げる祭りに補助

してはどうかということでございますが、にぎわいのある催しは、まちに活気を与

え、開催いただければ大変すばらしいと思っております。財源の支援につきまして

は、現在自治会への一括交付金制度化、そういうものの導入を検討いたしておりま

して、その中で祭りに配分いただければと考えております。 

 １２点目の自主文化事業を満席にするまちづくり補助金につきまして、議員のご

提案は、ひばりホールを利用してコンサート等を主催する団体に、そのイベントに

対し、補助金を出してはどうかということでございますが、実際には、主催団体が

不特定多数となり、団体の認定基準、いわゆる補助基準が現在明確でなく、混乱す

ることが予想されます。ひばりホールを満席にするための一つのご提案と受けとめ

させていただきますが、今後、ひばりホールの活用につきましては、新しいイベン

トの誘致も含め、検討をさせていただきたいと思っております。 

 １３点目の幼児教育の無償化が人口増の施策として有効ではないかというご提言

でございますが、確かに定住促進の面からは有効な手立ての１つといえると思って

おります。しかしながら幼児教育を無償化することは、メリット以上に、町財政の

さらなる圧迫につながるものと考えておりまして、現在のところ難しいと思ってお

ります。 

 最後に園庭の芝生化につきまして、砂ぼこりの抑制、けがの防止、夏季の温度上

昇の抑制のほかに、子どもたちの外遊びの増加による体力向上など、多くのメリッ

トが考えられまして、非常に有効な施策であると考えております。 



 鳥取方式という芝生化の方法がございます。この方式は安価で、そして芝の生長

が早く、耐久性にも優れたティフトン芝というポットの苗を数１０センチ、５０セ

ンチぐらいの間隔で植えていくというものでございまして、業者を入れることなく、

児童、保護者、学校関係者、あるいはボランティアという方々の作業で、一緒にな

ってその作業ができるというものでございまして、水さえ欠かさなければ３カ月ほ

どで全面に広がるというふうに聞いております。生えましたら、後は雑草も当然生

えてきますけど、雑草も共生をさせるという考え方でございますので、雑草を掘り

返して取ることなく、雑草も一緒になって時々刈り込んでやればそれでいいという

ふうに聞いております。 

 子どものことですから、芝生の足が長いほうが喜ぶということもございまして、

そんなに手間はかからないというふうなことを聞いておりますので、こうした方法

も含めまして、前向きに検討をさせていただきたいと思っております。 

 以上１４点、ちょっと長くなりましたけど、お答えを申し上げました。 

 よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（山本 陽一郎君）   木村議員。 

○７番（木村 宗朝君）   新町長になって、検討から前向きに検討、あるいは

もうすぐにでもやってもらえそうな回答もいただきましたが、再質問をさせていた

だきます。 

 青年団のことですけど、２０１３年の「員弁１３００年」は、私どのような集ま

りかわかりませんが、これだけに限らず、きっかけをつくるということが大事かと

思っておりまして、行政も、それから昔、青年団にかかわっていた人も含めて、い

ろんな面で、いくつかのきっかけをつくって、その中で何か若い人が集まってくれ

ることになればいいかなと思いますが、それについて、町としてそのようなことを

ちょこっと援助するということを１３００年以外で考えてみえたら、ぜひお願いし

ます。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   今、１３００年祭のことを引き合いに出したんです

が、別にこれに限らず、若い人に限るわけではないんですが、特に若い人のお話で

すので、若い人がまちづくりに積極的に参加して、自分たちで何かをやっていこう

ということにつきましては、その内容を検討させていただいて、積極的に支援をし

ていきたいというふうに思っております。 

○議長（山本 陽一郎君）   木村議員。 

○７番（木村 宗朝君）   ぜひともよろしくお願いをいたします。 

 ２点目の未婚者支援事業でありますが、ＮＰＯ法人に依頼をするというようなこ

とを考えているということでありますが、ぜひお願いしたいですし、違った団体も、



労働者福祉団体とか、そういうようなところもいいと思いますので、また検討をい

ただきたいと思います。 

 ３点目、４点目については同じようなことですので、４点目の管理棟を新たにつ

くくるとなると建設費用、あるいは１人分の人件費が要るということなんですけど、

私が言ってるのは今の管理棟を南側の休憩所へ移して、その人がそちらで管理をし

てもらって、今の管理棟には、例えば観光協会の事務をやってみえる方が、今は毎

日ではないですけど、商工会館でやってみえると。商工会館でやる必要性といいま

すか、そこでやっていただかなくても、管理棟でやっていただければ人件費が要ら

ないのではないかと思います。だから建設費も人件費も要らないので、南の休憩所

を管理棟にするということは、スタートホールに管理棟を置いたほうが有効である

ということを言っておるんですけど、どうでしょうか。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   中部公園につきましては、来年度になりますか、再

来年度になりますか、わかりませんけども、今検討しておりますのは、中部公園全

体を指定管理で委託できないかということを考えておりまして、それが全体的な自

主事業だとか、いろんなイベントをやっていただけるような、そんな団体、例えば

観光協会なりに、もし委託できれば、中部公園でいろんなイベントなり、人を集め

ることができるのではないか。そしてまた一方、今何もない状態からお金を落とし

ていただけるような仕組みができるのではないかというようなことを考えてまして、

そういうことの中で、今ご提案のことにつきましても、有効な手段を考えてまいり

たいというふうに思っております。 

○議長（山本 陽一郎君）   木村議員。 

○７番（木村 宗朝君）   それもぜひお願いをします。 

 観光協会に管理棟を管理してもらって、バーベキューなんかも、今は自分たちで

軽トラで持ってきて、熱いうちは無理でしょうけど、また持っていかなあかんとい

うようなことならば、そこで貸し出しをする。無料ではなくて、お金を出してもら

って貸し出しをするということを考えて、できるだけ自分たちで補助金なしでいけ

るようなことを、みんなが少しずつ考えたらどうかなと思いますので、よろしくお

願いします。 

 ６点目の体育館の駐車場を拡大するということですけど、一部樹木を撤去すると

いうことですけど、一部と言わずに、この際、大幅に改修してもらったほうがいい

と思うんですけど、どこを考えてみえるか。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   一部と言いましても、かなり大規模になってくると

思っておりまして、今の駐車場と体育館の間にずっとありますね、あれ全部撤去。

それからモニュメントとかありますね、あれも全部撤去というようなところまで考



えておりまして、モニュメントをどうしようかという話が今出ておりまして、あれ

が何かの記念があるものかどうかとか、今ちょっと議論をしております。どうして

も残さなければならないものは残しながら、多分、真ん中の樹木、例えば極端な話、

全部撤去しても、周りずっと樹木がありますので、森ではないんですが、緑の中に

庁舎があるというイメージは、そんなに変わらないのではないかな。それよりも利

便性を追求をしていこうか、今お困りの方が大変多いものですから、そういうこと

を考えております。 

○議長（山本 陽一郎君）   木村議員。 

○７番（木村 宗朝君）   モニュメントは要らないと思います。あそこで休憩

しているとか、いいものがあるなとか見ている人は、まずいないと思いますので。

もうばっさりやってもらったほうがいいと思います。 

 よろしくお願いします。 

 体育施設の使用料の見直しでありますが、その前に改定後の利用者数と使用料が

どの程度になったか、わかってみえたら、ぜひお願いしたいんですけど。 

○議長（山本 陽一郎君）   服部社会教育課長。 

○社会教育課長（服部 哲也君）   利用者数と使用料でございますけども、平

成２０年度と平成２１年度利用者数でございますけども、５．５％の減でございま

す。平成２０年度から平成２２年度は６．０％の減、使用料につきましては平成２

０年度と平成２１年度で３２．２％の増、平成２０年度と平成２２年度で３２．５％

の増でございます。 

 料金と人数を言ったほうがよろしいでしょうか。平成２０年度の利用者数は１２

万５００人、平成２１年度の利用者数は１１万３，９００人、平成２２年度の利用

者数は１１万３，２００人、使用料におきましては、平成２０年度の使用料は９１

０万３，０００円、平成２１年度の利用料は１，２０３万１，０００円、平成２２

年度の利用料は１，２０６万３，０００円でございます。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   木村議員。 

○７番（木村 宗朝君）   利用者数は、高くなった関係もあるのかどうかわか

りませんが、５％から６％減っておると。使用料は３２％ほど増えておるというこ

となんですが、どちらをとるかということです。使用料が３２％増収になったので、

それでいいととるのか、利用者数が減ったことを、やっぱり減ったらあかんなとと

るのかということだと思います。 

 私は少々使用料が増収にならなくても、スポーツをやる人が増えるべきだと思い

ます。税金は町民みんなが納めてますが、特に労働者の人が住民税としては多いと

思います。その人たちが余暇を利用してスポーツをして、また明日から仕事頑張ろ

うかというようなこととか、あるいは健康に気をつけて、スポーツをすることによ



って病気もなくなるということもありますので、私は少々税収が増えるよりも、ス

ポーツをする人を増やす方向のほうがいいのではないかなと思うんですが、どうで

しょうか。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   大変不案内で申しわけないと思っておりますが、私

も今の数字を聞きまして、ちょっと検討を始めたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   木村議員。 

○７番（木村 宗朝君）   ぜひともお願いします。若干高いと言われましたけ

ど、若干ではないと思ってますので、お願いをしたいと思います。 

 それから友好親善のことについては、ご縁があればということですけど、積極的

にと言われましたけども、ぜひとも本当に積極的にやらないと、これはなかなかま

とまる話もまとまりませんので、一つだけやなくて、いくつかのところと姉妹提携

を結んで、スポーツはスポーツ、文化は文化の交流を、テーマごとにいくつかやる

ところがあったほうがいいのではないかなと思ってますが、町長としてはどうでし

ょうか。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   大台町、以前は宮川村でしたけれども、大台町との

親善提携につきましては、町内にお住まいの宮川村出身の方が橋渡しをしていただ

いたということでございますので、これから議員も、もしどこかスポーツで親善提

携をしていけるようなところがございましたら、ご提案をいただきたいと思います

し、今、テーマごととおっしゃられましたので、そんなことも一度この役場庁内で

議論をさせていただいて、いいご縁がないのかどうかということも検討をさせてい

ただきたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   木村議員。 

○７番（木村 宗朝君）   次に人事異動の周期のことですが、福祉の専門を今

度採用されるということですけど、福祉に限らず、専門職を採用していただきたい

ということと、３年、４年でかわるということですが、前回も言いましたが、民間

では会社へ入ったら４０年間ずっと同じ職場で働くということが、大方のというか、

かなりの人がそういうことですので、それでスキルが上がっていくということです

ので、かわってまた一から覚えてというよりも、ずっと長くやっていただくほうが、

我々町民にとってはいいことだと思ってますので、そのことをやっていただくほう

がいいのかなと思っておりますが。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   基本的には同じ考えでございまして、余りにも周期

が短いのかな。これは町民の皆様からも、いろいろご指摘をいただいている事項で



ございまして、例えばかわるなら同じ部内、同じような職種の中でかわっていただ

くとかいうことも含めまして、ただやっぱり担当している者につきましては、自分

のものにするには何年か時間がかかる。そしたらちょっとなれたなと思ったらかわ

っていくということは、これは私もいかがなものかなというふうなことを考えてお

りますので、周期につきましては、今議員ご指摘のように、適正な期間というもの

を含めて考えてまいりたいと思いますし、私も、ほかにも専門職が必要かなと思わ

れる部署もございますので、その辺もひっくるめて考えてまいりたいと思っており

ます。 

○議長（山本 陽一郎君）   木村議員。 

○７番（木村 宗朝君）   次に防災訓練、敬老会、フェスティバルについてで

ありますが、敬老会は毎年でなくてもいいので、今の敬老会を楽しみにしてみえる

方もみえますね。４人に１人しか参加者がいないですけど、そういう方もみえます。

かといって４人に３人の方はいつも欠席だと思いますので、近いところならば行こ

うかなという方もみえると思いますので、手づくりで自治会ごとにやると大変やわ

と言われるかもわかりませんが、毎年ではなくて、隔年ごとでもいいのではないか

と思いますので、それを考えていただいたらどうかなと思いますが。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   今、敬老会につきましては検討をしておりまして、

何せ対象者、４人に１人の方しかお越しをいただけないということがございます。 

 そして実はアンケートをさせていただいて、見ていただいたイベントで何が一番

よかったかということにつきましてのアンケートを申し上げましたら、一番よかっ

たのが中学生のブラスバンドだと。漫才か何かやってみえましたけど、それを抜い

てブラスバンド、２番目が文化協会の催し物、３番目にプロが来ているというよう

な状況から考えますと、何も高額なお金を払って来ていただかなくても、十分町内

で皆さんが楽しんでいただけるようなイベントが開けるのではないかなというふう

なことを思っておりまして、その方向で考えていきたいと思ってますが、今も申し

上げましたように、一つにここへ来てくださいということになると、４人に１人し

かおみえにならない。これは遠いところ、ということがあると思いますが、例えば

学校区であるなり、自治会であるなり、開催をしていただければ、参加率はうんと

増えるのではないかなと思いますし、在来地区におきましては、自治会ごとに既に

敬老会をやってみえる自治会、随分ありますので、自治会長の方々ともいろいろ協

議をさせていただいて、どのような方向がいいのか、議論をしていきたいというふ

うなことを思ってまして、今年中というか、今年度中にそれを詰めて、来年度はち

ょっと変わった方向へいきたいというふうに思っております。 

○議長（山本 陽一郎君）   木村議員。 



○７番（木村 宗朝君）   フェスティバルについてですが、一括交付金で毎年

同じようなレベルの祭りをやったらどうかと思っているのではなくて、私の言って

るのは今ある笹尾祭り、城山祭り。フェスティバルは大体８００万円ぐらい予算を

使っていたと思うんですが、今年は８００万円を笹尾祭りにする、来年は城山祭り

に８００万円、神田地区は神田地区で、その次は神田地区、次は三和地区、次は稲

部地区と。 

 例えば神田地区でやると、石取りが各自治会で大体１台ずつ山車を持ってますの

で、多分そんなような祭りになるんだろうと思います。稲部か三和へ行けば、馬が

メインの祭りになるかもわかりません。そういうことを毎年５つがやるんではなく

て、どこかがメイン会場になって、今言ったような趣の違う祭りを５年に一遍のサ

イクルでやったらどうかという提案です。だから毎年２３自治会に一括交付金で出

すということではなくて、その予算を５年ごとにそこに出すという案ですけど。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   ご提案の件に関しましては検討もさせていただきま

すが、例えば城山とか笹尾とか、もう既にまとまった祭りがあるところはいいんで

すが、神田地区もそれぞれ同じような祭りがあるということですが、例えば三和地

区でいきますと、祭りについてはバラバラでございまして、それが１つに本当にな

るのかどうかということもこれあり、いろいろ難しいこともあるかと思いますので、

検討させていただきますということでお願いします。 

○議長（山本 陽一郎君）   木村議員。 

○７番（木村 宗朝君）   次に自主文化事業のことですけど、なかなか難しい

のは難しいですが、不特定多数で基準が明確でないと、これが一番難しいと思いま

すが、基準をつくるのは行政、教育委員会でありますので、そこをきちっとやって

いただければ、本当はそのほうがいいのではないかと。全部教育委員会が管轄して、

それをやりたいということだとは思いますけど、だけど本当にこの間の東日本大震

災救援の会いなべの１時間か１時間ちょっとのコンサートでしたが、感動したとい

う方がたくさんみえました。だからそういう団体がやってもらうところに、ちょこ

っと補助を出してやってもらったほうが、満席にする確率が高いのではないかとい

う思いで言っておるんですが、補助基準が明確でないというのは、自分たちでクリ

アすればいいことかなと思うんですが、どうでしょう。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   ひばりホールの文化事業につきましては、いろんな

イベントの誘致も考えておりまして、例えば来年には、ひとつ考えておりますのは

ミュージカルを考えておりまして、今でもそのミュージカルはローカル集団なんで

すが、２５００～２６００人は軽く集めるというような集団でございまして、ぜひ

とも東員町へということで今誘致を行っておりまして、ほかにもこういったことが



あれば、どんどん誘致をしていこうというふうなことを考えておりますので、お願

いをいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   木村議員。 

○７番（木村 宗朝君）   最後ですけど、１３番目の幼児教育の無償化は難し

いのはわかっていて言っておるんですけど、また言い続けたいと思います。１４番

目の園庭の芝生化、これはぜひとも進めていただきたいと思います。小学校・中学

校は広くて難しいなと思いますし、子どもも体重が重いといって、きれいに生えそ

ろわんということもあるみたいですが、園庭なら、こらいけるぞという感じは受け

ましたので、ぜひとも進めていただきたいと思います。 

 以上で終わります。 

 


