
○９番（木村 宗朝君）   今回は４点、質問をさせていただきます。 

 まず１点目の運動会の開催時期について、教育長に質問します。 

 町内の学校の運動会や町民体育祭は、以前から秋に行われております。本年の運

動会の日程は中学校が９月２２日、小学校が９月２９日、保育園・幼稚園が１０月

６日、いずれも土曜日であります。町民体育祭が１０月１４日、日曜日にあります。

予備日を入れると、土日すべて１カ月間、運動会ということになります。 

 学校の行事を考えると、１１月や１２月はほかの行事、文化祭などが入るという

こともあるんでしょうが、運動会はそういうことで９月、１０月と、この時期にな

るということでありましょうが、９月の運動会の場合、新学期が始まると同時に練

習を始めるのだと思います。その年の気象状況にもよりますが、９月後半まで残暑

が続く年もあります。運動会の練習日や、当日、熱中症により病院に搬送される、

そういったニュースなども最近は耳にいたします。 

 春の運動会は盛り上がらないという意見もありますが、生徒の負担などを考え、

春に運動会を開催するところも増えております。運動会以外の行事も考えると、変

更は難しいとは思いますが、開催時期を春にすることは、教育委員会として考えて

いませんか、ご答弁をお願いいたします。 

○議長（南部 武司君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   木村議員の運動会の開催時期についてのご質問に

お答えをいたします。 

 運動会の開催時期につきましては、例年、中学校・小学校が、先ほど議員がご指

摘のとおり、９月の第３週・第４週の土曜日に、幼稚園・保育園が、町民体育祭と

の関係で、１０月の第１週または第２週の土曜日に設定をさせていただいておりま

す。 

 議員からもご指摘いただきましたが、ここ数年、夏の猛暑が９月に入っても続く

傾向がありまして、子どもたちの健康管理の面からも、運動会の開催時期について、

再考する必要があるのではないかというご意見を、現場からいただいたこともござ

います。 

 今回、改めて春の開催を考えてはどうかという提案をいただきましたが、幼稚園・

保育園、小学校・中学校の運動会・体育祭は、当日を迎えるまでの取り組みに相当

な時間を要することや、新入園や新入学の園児・児童を考えるとき、春の開催は大

変難しいと考えているところでございます。 

 よろしくご理解賜りますようにお願いをいたします。 

○議長（南部 武司君）   木村宗朝議員。 

○９番（木村 宗朝君）   私も、幼稚園・保育園は、春は難しいかなというふ

うなことも考えておりますが、中学校・小学校もかもわかりませんが、小中は結構

春にやっているところも増えてきたと聞いておりますので、幼稚園・保育園に比べ



て、中学校ぐらいになれば春でもいいのではないかなと思っておりますが、ほかの

行事の関係で、どうしても９月の第３週ぐらいになるということだと思いますけれ

ども、学校の先生の考えとしては、やっぱり秋しか無理だと、そういうふうな意見

なのでしょうか、それだけちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをさせていただきます。 

 大変猛暑になってきておりまして、熱中症ということが話題になったときに、校

長先生たちとも協議をさせていただきました。その中で、東員町の運動会は子ども

たちの仲間づくりを大変大切にすると、運動能力を大切にする、ある期間が必要で

あるということで、もう一度、１学期の行事を見直すということをお話しをさせて

もらいました。 

 ところが中学校でいきますと、４月は無理ですので、５月・６月になりますと中

間テスト、修学旅行、また新人戦とかというような行事がたくさんありまして、そ

こに期間をとって運動会を持っていくのは、中学校はほとんど無理であるという見

解でありました。 

 もう１つは小学校ですけれども、４月は無理として、５月・６月、小学校の場合

にはまず１年生の子をどうするか、１学期は子どもたちの学校生活に対してのなじ

みが必要であるということであるんですけども、行事的にも家庭訪問、修学旅行、

遠足等がそれぞれに入っておりまして、そこのところも大変難しいなと。今のとこ

ろ、９月が一番いいのではないかと。 

 もう少し後にずらすということもあったんですけれども、そこもいろんな行事の

関係がございまして難しいと、今の時期が一番いいのではないかと。ただ、熱中症

に対しては十分な指導等、練習の時には休憩をとり、そして水分補給をきちんとさ

せていただいておりますし、また東員町の場合には、各教室にエアコンを入れてい

ただきましたので、練習が終わった後すぐにクールダウンができまして、健康状態

の管理も進められるかなという感じです。ただ、健康に対して、安全に関しては、

きちんと指導等をしていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（南部 武司君）   木村宗朝議員。 

○９番（木村 宗朝君）   今のお話をお聞きすると、なかなか難しいかなと、

こういうふうに思いますので、今言われた熱中症対策については十分お願いをした

いということと、小学生で言うとスポーツ少年団、中学生では部活をやっている子

は、スポーツをやっている子は、それに慣れていると思いますが、それ以外の人に

は、なかなか夏の暑さというのは大変でしょうから、十分に熱中症に気をつけてお

願いしたいなということをお願いをしておきます。 

 ２点目に行きます。 



 ２点目は、総合体育館、トレーニング室についてであります。教育委員会事務局

長に質問いたします。 

 トレーニング室の器具を今年４月に更新いたしました。更新したことにより、利

用者の方々には大変好評であるとお聞きをしております。 

 そこで、更新前と更新後の利用者数はどのようになったかを教えてください。ま

た、利用者の方々からの反応、あるいは要望はどのようなものがあるかをお願いを

いたします。 

○議長（南部 武司君）   山下誠司教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（山下 誠司君）   総合体育館トレーニング室について

のご質問をいただきました。 

 総合体育館トレーニング室については、トレーニング機器につきまして、総合体

育館が建設された昭和５９年から、複合の機器を含めて設置をしてまいりまして、

体力の増強や減量、筋力アップにと、たくさんの方に利用していただいておりまし

たが、型式が古くなったことやメンテナンスができない機器類を昨年度更新させて

いただいて、改めて本年４月から利用をいただいております。 

 機器は旧複合型５種類から最新式８種類の単独機器や、その他ランニングマシン

などを導入したことにより、その利用者数におきましては、４月から８月までの昨

年度の同期と比較をいたしますと３５％ほど増えております。１カ月の利用で換算

しますと、３７７人ほどの利用者増というふうになっております。 

 ４月から８月までのトータル数で申しますと、昨年が約５，０００人、本年が約

８，０００人ということで、３５％ほど増えておると、多くの方に利用いただいて

おるというところでございます。 

 これは、もちろん機器が新しくなったことはもとより、複合型から単独式になっ

たことで、利用者の使い勝手がよくなったというのが一つの理由であると考えてお

りますし、トレーニングがしやすくなったことが考えられるというところでござい

ます。 

 利用者からは、利用料が安く、機器も新しくなったことから、非常に喜ばれてお

りますが、利用者が多いというところで、機器の使用までに時間がかかることや、

夏場は暑く、トレーニングにより汗が出ますので、汗のにおいなどが気になるとい

うようなご意見もいただいておるのも事実です。そのあたりは拭き掃除などを小ま

めに行っておりまして、解消に努めております。 

 今後も利用者に身近なスポーツ、体力づくりの場として、トレーニング室のみな

らず、卓球室なども一層利用しやすくなるような施設運用を図ってまいりたいと思

いますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   木村宗朝議員。 



○９番（木村 宗朝君）   私が思うには、トレーニング室が狭いのではないか

というふうに思ってます。もちろん５種類から８種類になったということもあるで

しょう複合型から単独になったということもあるんでしょうけれども、トレーニン

グをやっている方を見ていると、ちょっと手狭な部屋だなというふうに思います。 

 トレーニング室を広げるということを考えたらどうかなと思うんですけど、その

気があるのかどうかをお聞きします。 

○議長（南部 武司君）   山下誠司教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（山下 誠司君）   確かに機器が複合型から分散型と言

いますか、単独になったということで、場内もかなり圧迫感があるというのは正直

なところでございます。それもあわせて今の利用者が増えたということ。利用者が

増えるということは、こちらとしてもうれしいことなんですけども、利用者が多い

ということも相まって、そのあたりが気になるかなというところは確かにございま

す。 

 利用者だけの面で考えますと、これが一過性なのか、今後慢性的にこういう状況

が続いていくのかというのを、そのあたりを見極めながら、使い勝手のほうを見て

いきたいというふうに考えますし、それによって手狭さと言うか、圧迫感を解消す

るということも、後には考えていく必要があるのかなというところはございます。 

 それと並行して、体育館はご存じのように築後３０年近くになってますので、全

体的な改修とか、そういうことも今後考えられるのではないかというところもあり

ますので、それらも含めて検討と言うか、計画をさせていただきたいと、そんなふ

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（南部 武司君）   木村宗朝議員。 

○９番（木村 宗朝君）   もう１つ要望の中で言われた汗くさいとか、そんな

要望があったと思うんですけども、夏場はあそこは暑過ぎる、夏はどこでも暑いん

ですが、あの部屋は特に暑いのかなと思っておりまして、アリーナにエアコンを入

れるというところも最近は徐々に出てきましたけど、そこまでは言いませんけど、

トレーニング室にエアコンを入れるという考えはないのかをお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（南部 武司君）   山下誠司教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（山下 誠司君）   正直、私の頭の中では、エアコンを

入れるという発想が、今のところはないというのが事実なんですが、確かに今の体

育館の構造、建物だけでいきますと、あのトレーニング室については半地下状態で、

室とまでは言いませんけども、余り風通しがよくないというのは事実ですし、夏場

は特に蒸し暑いという状況になるのは事実でございます。 

 ただ、エアコンの設置に関しましては、あくまでも運動するスペースというとこ

ろで、利用者の中でも、必ずしもエアコンの必要性を感じておられない方も中には



みえますので、その方々の意見も尊重しながら、今後どうしていくかというところ

なんですけども、先ほどのトレーニング室を広めるという話にも関連するかもわか

りませんけども、体育館全体の改修とか、そういうことが生じてまいりました段階

で、エアコンの設置も含めて検討させていただきたいと、そ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（南部 武司君）   木村宗朝議員。 

○９番（木村 宗朝君）   エアコンの取りつけには賛否があると思いますが、

スポーツですから汗をかくのがいいというところもあると思いますが、ランニング

をするのに、仮に１０キロ走るのに、夏１０キロ走るのと冬１０キロ走るのと、ど

ちらが効果があるかという、そういう錯覚に陥ると思うんですね。１０キロ走るの

は夏でも冬でも同じだと思うんです。だから野球の選手が、夏場野球をやって、冬

ランニングをするというのは、夏１０キロ走れるところを、冬なら１２キロ、１３

キロ、体力を消耗せずに走れるから、だから冬が１３キロ走れて効果があるという

ことになると思うので、夏場暑いところでスポーツをするから効果があるという誤

解があると思うんですね。だから、エアコンというのはスポーツには適さないとい

う感覚ではないのかなと私は思ってます。 

 先ほど言われた全体を考えて検討するということですが、いろいろ教室をやって

みえますが、その中には商工会館を使ったり、保健福祉センターを使ったり、エア

コンがあるからそこへ行くというところもありますが、現在利用頻度が高いという

状況だと思うんです。 

 昭和５９年と言われましたか、３０年近くたっておるので、昔に比べて利用者が

ずっと多くなっていると思うんですね。だから全体を考えて、例えば２階に卓球室

が今ありますけども、卓球大会をやるには１階に必ず下ろすということになったり、

それなら１階を卓球室にかえるとか、あるいは教室を空いた２階でやるとか、そう

いうことも含めて、体育館を３０年前建てたものを、もう一度検討をし直す時期で

はないかなと思っておりますので、ぜひとも全体を検討をお願いしたいというふう

に思います。 

 よろしくお願いします。 

 次に３点目に行きます。 

 ３点目は三重国体の開催について、これも教育委員会の事務局長にお聞きをいた

します。 

 第７６回国民体育大会が２０２１年、平成３３年に、三重県で開催されることが

決定しています。県では本年に入り、開催に向けて、設立総会を初め、各種会議が

開かれています。その中で会場地選定調整会議が開催され、候補会場の調査、協議

会場の査定、宿泊施設、収容能力などが議題になるものと思われます。 

 そこでそのタイミングを逃すことなく、早目に町として方針を決めて、東員町で



国民体育大会の何らかの競技を実施できないかと考えます。もちろん、陸上競技を

実施するには４００メートルのサブトラックが必要でありますので、１種公認の県

営陸上競技場になるものと思いますし、サッカー競技を実施するには、芝のサッカ

ー場が６面必要ということを聞いていますので、伊勢市になるのかなと思います。 

 しかし、そのようなメジャー競技は無理としても、せっかくの陸上競技場や体育

館でありますので、観戦を楽しめるような競技を誘致するよう、努力をお願いした

いと思います。 

 そこで局長に質問でありますが、東員町のスポーツ施設を使用して、国民体育大

会の競技が実施できる可能性はあるのか、現在の状況などをお聞かせいただきたい

と思います。 

○議長（南部 武司君）   山下誠司教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（山下 誠司君）   引き続いて私のほうへ、国体の開催

ということでご質問を賜りました。 

 国体は、議員ご承知のとおり、９年後の平成３３年に第７６回大会として 三重

県で開催されることがほぼ決定されております。そのために県では今年度から準備

委員会を設立して、国体に向けた種目ごとの開催市町やメイン会場の選定など、準

備作業が進められておるのが事実でございます。 

 現在は国体競技種目となる３７種目ございまして、事前の施設調査としまして、

県内のスポーツ施設の現状把握を行っております。 

 本町も総合体育館や陸上競技場を初めとして、スポーツ施設全般について、現状

を報告したところでございます。しかしながら、そのほとんどは国体競技の施設基

準に合致していないというのが現状でございます。 

 国体開催に当たっては、先ほどの３７種目以外にも公開競技、それに加えて県民

を対象としたデモンストレーション競技、さらには競技にこだわらない文化行事な

どもございます。したがいまして、基準に合致していないとは申せ、デモンストレ

ーション競技や文化行事も実施できるように働きかけてはいきたいと考えておりま

すので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   木村宗朝議員。 

○９番（木村 宗朝君）   公開競技が３７種目あるとお聞きしましたが、それ

以外にデモンストレーション競技などがあるということでありますけれども、すみ

ません、本競技が３７種目で公開競技があるということですが、できれば公開競技

を目指していただきたいというふうに思います。 

 観る者としては、レクリエーションスポーツと言いますか、デモンストレーショ

ン競技よりは本競技が楽しく見れると思いますので、それを目指していただきたい

と思うんですが、今言われた、東員町は競技を開催するに合致していないというこ



とでしたが、東員町だけで開催を考えると難しいかなと思います。桑名市、東員町、

いなべ市、もうちょっと広げてもいいと思うんですが、例えばこの３つで共同開催

をするというのはどうかなと思います。 

 先ほど言いました、たとえで言うと、サッカーですと芝のコートが６面要ると。

東員町には２面しかなかったとします。今１面ですね。桑名市も２面持っている、

いなべ市も２面持っているとすると、東員町単独でいうとサッカーはできませんね

ということになりますけど、桑員地区なら６面ありますから、それに合致しますね

とかいうことになると思うので、共同開催ということを考えたらどうかと思うんで

すが、どうでしょうか。 

○議長（南部 武司君）   山下誠司教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（山下 誠司君）   全くごもっともなお話でございまし

て、先ほど合致していないと申しますのは、施設自体がそもそも合致していないと

いう部分もございますし、議員申されたように、何面も必要だという部分で、うち

は１つしかないから合致していないと、そういうことも含めて合致していないとい

うことを申し上げたところでございます。 

 そういう状況になれば、今、施設の調査をやっている中で、県としてこういう候

補が出てくるんじゃないかというような感じが多少見えてくるかと思うんですけど

も、そういう段階で分散会場として活用できるようなところがあれば、協議をさせ

ていただいて、使っていただくような方向に持っていけたらなというふうには考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（南部 武司君）   木村宗朝議員。 

○９番（木村 宗朝君）   それも最初から共同開催を考えないと、東員町で単

独で出してだめだったから次は共同開催という手順を踏むと、結局は大きい市と言

いますか、整っているところに全部競技がそちらにいってしまうということですの

で、最初からそれも考えながら、いなべ市や桑名市と話をしながらやっていくのが

いいのと違うかなと、こういうふうに思うんですが、桑名市とかいなべ市と話し合

うという、そういうことは今の段階で考えてみえませんか。 

○議長（南部 武司君）   山下誠司教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（山下 誠司君）   正直、今の段階では、そこまでいっ

てないのが実情です。私のほうも、受け身ではだめなのかもわからないですけども、

実施できる会場の調査をやっているという段階でございますので、それを待って、

次の行動に移っていきたいなというふうには思っておりますけども、冒頭申し上げ

たように、今の状況の中では、そこまでの考えというのは現時点では持ってござい

ません。 

○議長（南部 武司君）   木村宗朝議員。 



○９番（木村 宗朝君）   それとお聞きしますが、合致していないというのは、

東員町の陸上競技場が、陸上競技をするのに合致していないということでよろしい

ですね。陸上競技をするには、サブトラック４００メートルがもう１面要りますか

ら、陸上競技をやるのに合致していないという解釈でよろしいのですね。だから陸

上競技以外に使うというのでは、合致していないということではないですよね。 

 例えばアーチェリーとか、この間のオリンピックで銅メダルをとったということ

で人気があると思うんですが、あそこでアーチェリーをやるとか弓道をやるとか、

弓道は弓道場がありますからあれでしょうけど、陸上競技場以外の競技を陸上競技

場でやるということを考えるということは考えてみえるんでしょうね。 

○議長（南部 武司君）   山下教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（山下 誠司君）   合致していないというのは、まさに

おっしゃるとおりで、陸上競技場の場合は陸上競技をあそこでやる場合ですと、１

種でなければならないという理由の中から申し上げたところでございますので、フ

ィールド内、芝生の面は１面だけならサッカーでもできますし、その他の競技も、

陸上競技以外の中でもできますので、それは可能だと思います。じゃあほかの種目

をというところまでは、まだ今、私の中にはございませんけども、実際できること

はできます。 

○議長（南部 武司君）   木村宗朝議員。 

○９番（木村 宗朝君）   もう１つは、国民体育大会が開かれると、どうして

も宿泊施設ということになります。東員町の場合、現在宿泊施設がありませんので、

それを間に合わせてつくるというのも、なかなか大変なことでしょうから、宿泊施

設がないという不利なところを、民泊を利用して宿泊施設にかえるということを考

えたらどうかなと思うんですけど、それについてはどのように考えてみえるでしょ

うか。 

○議長（南部 武司君）   山下教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（山下 誠司君）   全く飛躍的な発想でございますので、

ちょっと戸惑っておるところが事実でございます。 

 まず宿泊施設、今の東員町内には現存しておりませんので、仮に開催が、ここで

やるというふうな形に進んでまいりましたら、そういうものの確保というのも当然

必要にはなってくるかと思います。確かに民泊という形の利用で、これまでの国体

なんかでもずっとやってこられたということも聞いておりますので、そういうこと

も一つの方法だなというふうには考えております。 

 ただ、民泊となれば相手のある話ですので、そこらの整理も、どういうふうな形

でつけていくのかとかというのも、十分考えなければならないということもありま

すので、これも今後開催計画というのが、協議の段階に入ってくるところにおいて、



その辺のことも含めて、うちに用意できるかどうかも含めて、検討と言うか、考え

ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（南部 武司君）   木村宗朝議員。 

○９番（木村 宗朝君）   来月に岐阜国体が開かれますが、競技を見に行こう

とすると、宿泊施設が現在岐阜県にはなかなか空いてないということを聞いてまし

て、愛知県とか名古屋まで行かないと空いてないという状況になっているようであ

ります。 

 そうすると民泊というのは有効なことかなと思いまして、私も桑名市の市会議員

で国体に出られ、アジア大会も出られた愛敬さんという方がみえると思うんですが、

その方も群馬国体と言われましたかね、民泊であったというふうに言ってみえまし

た。 

 自分は３０００メートル障害で優勝したと。優勝するまでは、民泊の人も余り騒

がなかったけども、優勝して周りの人がたくさん寄ってきて、えらい歓迎をしてく

れたというようなことがあって、それ以来、あちらへ行くと必ずそこへ寄ると、交

流を今でもしておるというようなこともあったり、東員町内の子どもが、例えばサ

ッカーをしておって、サッカー選手がそこで民泊をしてくれたことによってサッカ

ーの話もでき、自分も将来、サッカーをもっとやりたいな、Ｊリーガーになりたい

なとか、そういうようなことも、泊まってもらった選手から話が聞けると、こうい

うこともあるでしょうし、将来的に交流もできるのではないか、こういうふうに思

ってまして、何とかその方向で、もし東員町に何らかの競技が来た場合に、そうい

うことを考えたらどうかなと、こういうふうに思っておりますので、ぜひともそれ

もよろしくお願いをいたします。 

 現在のところ、開催できる種目というのは、まだ余りわからない状況ですが、感

覚として、これぐらいならできるというものがあったらお聞かせをいただきたい。 

○議長（南部 武司君）   山下誠司教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（山下 誠司君）   あくまで単体でということで考えま

すと、例えば体育館を利用して卓球競技ですね、これも非常にアリーナのスペース

にもよるんですが、若干帯に短したすきに長しのところがございまして、多少の無

理をすれば卓球競技は開催できるかなという思いもあります。 

 レスリングも、これもいろいろ制約はありますけど、スペースだけで考えれば、

レスリングぐらいはできるかなというところですね。 

 これはちょっと非常に難しいところもあるんですけど、ウエイトリフティングと

いうのがありますね。ウエイトリフティングのスペースだけなら体育館を利用すれ

ばできるという部分がありますが、ただこれも、隣接して練習スペースというのが

必要になってきますので、そのあたりが確保できるかなというのを思いますし、今

浮かぶのはそのあたりかなというところですね。体育館に限って申し上げるならば。 



○議長（南部 武司君）   木村宗朝議員。 

○９番（木村 宗朝君）   ありがとうございます。 

 ぜひとも何らかの競技を開催していただけるようにご努力をお願いしたいと思い

ます。 

 ４点目に行きます。 

 ４点目はＡＥＤについて、総務部長に質問します。 

 現在町が設置した自動体外式除細動器「ＡＥＤ」は何台で、どこへ設置されてい

ますか。新たに設置する予定の施設はありますか。また、現在までにＡＥＤが使用

されたことはありましたか。 

 以上、よろしくお願いをいたします。 

○議長（南部 武司君）   日置直人総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   ＡＥＤに関しましてのご質問にお答えをいたし

ます。 

 町が設置いたしました自動体外式除細動器、いわゆる「ＡＥＤ」は、現在までに

役場庁舎、総合文化センター、笹尾連絡所、総合体育館、中央球場、陸上競技場、

中部公園、共同福祉施設、中学校２校、小学校６校、保育園・幼稚園に６カ所、学

童保育所に６カ所の合計２８台でございます。そのほか、町民プールの開設中には、

プール用として１台をレンタルして設置をいたしております。 

 また、今後新たに設置する予定といたしまして、保健福祉センターに今年度、平

成２４年度に設置をするよう、現在準備をいたしているところでございます。 

 なお、現在までに、これらの施設におきましてＡＥＤを使用した実績はございま

せん。 

 今後も安全・安心なまちづくりの一環として、必要な施設には整備を進めるとと

もに、ＡＥＤを使用できる人を増やす必要があると考えております。 

 また、職員につきましては、全職員がＡＥＤの講習を受けておりますし、各地区

の自主防災組織でも講習を受けていただいているところでございますけども、今後

もさらに講習の機会の拡充につきまして、検討していき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いたします。 

○議長（南部 武司君）   木村宗朝議員。 

○９番（木村 宗朝君）   ＡＥＤの価格、買い取り価格とリースの価格がわか

っていれば、お聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   日置総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   お答えをいたします。 

 まず買い取り価格につきましては、それぞれ機種によりまして若干変動もござい

ますけども、東員町の実績では約３３万６，０００円でございます。リースにつき



ましては、先ほどご答弁いたしましたように、町民プールに１台ということで、年

間８万４，０００円でリースをいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（南部 武司君）   木村宗朝議員。 

○９番（木村 宗朝君）   リースが８万４，０００円というと、結構高いのと

違いますか。年間ですか。そうすると、買い取りと比較して４年ということになる

のですが、私がこれを聞いたのは、リースのほうがいいのではないかなと質問をし

ようと思ったんですけど、なぜリースのほうがいいかと言うと、リースはメンテナ

ンスもきちっとやってくれる。買い取ってしまうと、本当にやれればいいんですが、

万が一使用しようとしたときに、バッテリーが切れておったり、電極パッドが故障

しておったりということがなきにしもあらずではないか。きちっとやっていただく

というのが当然なんですが、まずそういうことがやられておるかどうかをお聞きし

たいと思います。 

○議長（南部 武司君）   日置総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   お答えをいたします。 

 メンテナンスが一番大事だということでございまして、機器は自動でセルフテス

トを行えるような機種でございますので、機械が行っておりまして、使用不可にな

った場合には、そのような形で表示をされますので、その点は大丈夫だと。 

 それともう１つ、総務のほうで一括管理をしておりまして、本体の耐用年数、バ

ッテリーの交換時期、胸につけるパッドも消耗品でございますので、その耐用年数

もございますので、その辺は耐用年数に応じて交換をしておるということでござい

ます。 

 先ほど価格を申し上げたんですけども、電池のバッテリーの耐用年数が４年とい

うことでございますし、パッドについては２年で交換をしておりますので、その辺

の費用もかかってくるということで、トータル的に考えますと大体同じか、少しリ

ースが高くなるということでございますけども、メンテナンスのことを考えますと、

今後、役場としては、メンテナンスがより充実をするリースのほうで考えていきた

いなということは思っております。 

 以上です。 

○議長（南部 武司君）   木村宗朝議員。 

○９番（木村 宗朝君）   総務部で管理をしていただいておるということです

けど、人事異動が頻繁にありますね。あるたびにきちっとしているとは思いますが、

先ほど言いましたように、今まで１回も使ったことがないのでいいんでしょうけど、

万が一使おうとしたときに、そのようなことが絶対ないか、そういう管理をきちっ

としておるか、お聞きしたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   日置総務部長。 



○総務部長（日置 直人君）   お答えをいたします。 

 先ほど設置場所を申し上げました。いわゆる役場庁舎、学校関係、学童保育関係

ということで、施設の担当管理の課長ということで、それぞれ管理課長もございま

すので、人事異動がありましても、その辺は異動のときには引き継ぎを十分行って

おりますし、先ほど申しました総務課のほうでは、４年の交換時期についても、一

括で管理をしておりますので、二重でＡＥＤの管理をしておるというふうにご理解

いただきたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   木村宗朝議員。 

○９番（木村 宗朝君）   管理をきちっとやっていただいておるということで

ございますので、安心はしておりますけれども、人の命にかかわることであります

ので、その辺は十分にさらに管理をやっていただきたいということをお願いを申し

上げて質問を終わります。 


