
○９番（木村 宗朝君）   おはようございます。 

 今回は４点について、質問をいたします。 

 水谷町長には２期目のこの４年間も、しっかりと町民のために頑張っていただき

たいと思います。 

 まず１点目であります。 

 女性職員の昇進についてであります。 

 女性の管理職比率が国際的に低いためか、政府は女性の管理職登用を推進をして

おります。大企業や国、地方自治体に女性登用の数値目標設定と公表を義務づけ、

女性の活躍推進法案が、４日の衆議院本会議で全会一致で可決されました。参議院

審議を経て今国会で成立するものと思います。 

 そこで町長に質問でありますが、町職員の女性の管理職登用、特に保育園・幼稚

園の職員の昇進の考えを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）   おはようございます。 

 木村議員の女性職員の昇進につきまして、ご質問にお答えを申し上げたいと思い

ます。 

 男女共同参画社会の実現がうたわれまして久しくなりますが、近年では女性の社

会進出が進み、日本でもそれに合わせる形での制度整備が、少しずつではあります

が進められております。 

 また、女性の社会進出が進んだ地域ほど出生率が高くなるという傾向にあります

ことから、男女を問わず、社会で活躍することが、その人のキャリアの中で大変重

要な要素であることには間違いないと考えております。 

 政府は、国家公務員の女性の活躍とワークライフバランス推進のための取り組み

を進めており、働き方の改革、育児・介護等と両立して仕事ができるための改革、

女性の活躍推進のための改革を進めております。 

 本町におきましても、女性職員の職域拡大や研修等による能力開発、性別にかか

わりなく職員が活躍できる職場風土の醸成、さらには適切なジョブローテーション

による人材育成を行っているところでございます。 

 また、行政ニーズのきめ細かい把握や、女性ならではの新しい発想による政策対

応は大変重要でございまして、行政運営の中での女性の力は、これからますます必

要になってくるものと考えております。 

 議員ご指摘のとおり、女性職員の管理職登用は重要であると考えておりまして、

女性職員の政策意思形成過程への参画や、性別に関係なく、優秀な人材を管理職へ

登用するよう取り組んでいるところでございます。 



 これからも本人の意欲、業務遂行能力や人材育成力などを十分に見きわめながら、

女性職員のキャリア形成支援を行うとともに、管理職への登用を推進し、女性力を

最大限発揮していただけるよう、環境整備を図ってまいりたいと考えております。 

 また、保育園・幼稚園の職員の昇格につきましては、これまで園長は課長補佐級

の位置づけでございましたが、本年度５月の人事異動で、経験と実績のある園長級

の職員を課長級である副参事に昇格をさせまして、待遇改善を図ったところでござ

います。 

 これからも男女を問わず、職員の職場環境向上のため、不断の改善を行ってまい

りたいと思っておりますので、いろいろご協力、そしてご理解賜りたいというふう

に考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   木村議員。 

○９番（木村 宗朝君）   役場の職員の管理職登用は、前回から進めていただ

けるんだろうなというふうに思っております。今回の質問の中で特に私が言いたか

ったのは、保育園・幼稚園の園長さんです。今まで課長補佐級であったのが、余り

にも女性ということで低かったのではないかなというふうに思います。今回この５

月に課長級ということでやっていただきましたけれども、園長さんの６人の中の１

人ぐらいはというか、リーダー格の人は部長級でもいいのではないかなと、このよ

うに思っておりまして、それが今までの課長補佐級というのが余りにも低くて、そ

のような考えがないかもわかりませんが、部長級という考えはないでしょうか。 

○議長（山本 陽一郎君）   斎藤総務部長。 

○総務部長（斎藤 博重君）   園長の部長級の登用について、お答えをさせて

いただきます。 

 部長級職員として求められる能力といいますのは、実績がある職員につきまして

は、性別を問わず重要な役職に登用することは必要であるという考えは認識してお

ります。今年度から、園長につきましては課長級への昇格を行ったところでござい

ますが、さらに部長級への登用については職務遂行の様子、また平成２８年度から

人事評価の運用も始まりますことから、その状況を見まして十分に検証した上で考

えております。ということで、こちらも認識をした上で十分見きわめて進めていき

たいという考えをしております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   木村議員。 

○９番（木村 宗朝君）   そのように考えていただいておるということで、将

来的には能力のある人は、ということは当然でしょうけれども、能力があってやる

気のある人が、男女問わずにどんどん部長になっていただくのがいいのではないか

なと思っております。 



 役場内でも男性の方、特に部長になられるということですので、その方たちと同

じように、保育園・幼稚園の園長先生も考えていくというのが当然のことだという

ふうに思いますので、今後で結構ですので、そのようなことで進めていただければ

なというふうに思います。 

 よろしくお願いします。 

 ２点目にいきます。 

 投票率向上についてであります。 

 国会は選挙権の年齢を、２０歳以上から１８歳以上に引き下げる公職選挙法改正

案を４日の衆議院本会議で可決しました。参議院審議を経て成立する見通しであり

ます。来年の参議院選挙から適用されるということで、全国で２４０万人の未成年

者が有権者に加わるということであります。シルバーデモクラシーを少しでも緩和

するために、今回の改正はとてもよいことだと私は思っております。 

 しかし残念ながら、最近の選挙は低投票率が続いております。そしてそれが若年

層だけの原因なのかということであります。 

 そこで総務部長に質問でありますが、数年前に投票所を減らしました。投票率向

上にそれが逆行しているのではないかというふうに思います。投票率を向上させる

ために、何かまた考えがあれば、お聞かせをいただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（山本 陽一郎君）   総務部長。 

○総務部長（斎藤 博重君）   投票率向上についてのご質問にお答えいたしま

す。 

 ご質問のありました投票所につきましては、行政改革の一環としまして、平成２

２年の参議院選挙から、それまでの１０投票所から、学校区単位の６投票区投票所

に統合を行いました。 

 統合に当たりましては、事前に投票所別の交通手段の調査等を行いまして、選挙

管理委員会において十分議論をさせていただき、実施させていただいたところでご

ざいます。 

 統合したことによる前後の選挙での投票率への影響につきましては、無投票を除

きまして、統合前の平成１５年の町長選挙が６３．１２％、統合後の平成２３年の

町長選挙が６３．７４％と、０．６２％上昇しました。次に、平成１６年の町議会

選挙が６７．３６％、統合後の平成２４年町議会選挙が６５．９４％と、１．４２％

低下はしていますものの、統合前後のほぼ近い投票率ということになっております。 

 また、他の選挙におきましても、統合されました神田地区、三和地区の投票率を

統合前と比較しましても、特段の低下はいたしておりません。 

 投票率を向上させるよい方法でございますが、選挙管理委員会といたしましては、

皆さまに政治に関心を持っていただく選挙啓発活動を展開することによりまして、



投票率の向上につなげてまいりたいと考えております。引き続き各種機会を活用し

まして、啓発活動を実施してまいりたいと考えております。 

 なお、新たな取り組みとしましては、４月に執行されました知事選挙及び町長選

挙につきましては、町内を巡回するオレンジバスに選挙期日をお知らせするバスマ

スクを設置しまして、投票率の向上に努めております。 

 以上、よろしくご理解のほどお願いいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   木村議員。 

○９番（木村 宗朝君）   先ほどの行政改革で、１０から６に減らしたという

ことでございますけれども、１０から６に減らすことによって、行政改革というか、

財政的にということなんでしょうかね。どの程度行政改革になるのですか。余り減

らしても行政改革にならないように思うんですが、もしわかったら。 

○議長（山本 陽一郎君）   総務部長。 

○総務部長（斎藤 博重君）   具体的な数字は、今手持ちには持っておりませ

んのですが、１つの選挙を町で行いますと、約１，０００万円ほど人件費等が必要

になってまして、このうちの人件費が約３００万円程度、職員の時間外が必要にな

ってまいります。これには投票・開票ともありますが、１投票区で職員が７名ほど

必要になってまいりますと、その人件費、１日に換算していきますと、１００万円

単位で減少になったという理解はさせていただいております。 

○議長（山本 陽一郎君）   木村議員。 

○９番（木村 宗朝君）   町長選挙と町会議員は全て町の持ち出しというか、

町のということなんですね。国の選挙、県の選挙はそうでもない、そうなんですね。

そうなると国・県の選挙は行財政改革に、減らしてもならないのではないかなと思

うのであります。どうでしょう。 

○議長（山本 陽一郎君）   総務部長。 

○総務部長（斎藤 博重君）   その当時の議論としましては、校区が６区あり

まして、神田が１、２、３、筑紫が穴太と瀬古で１つ、山田、六把野で第２、鳥取

ということで、広い面積を見ますと、三和地区なんかも、稲部も広いということで、

小学校区、面積、人口、有権者数を見ていったときに公平なのかという議論が、そ

れまでも出ておりまして、より公平・公正ということからまず見直しに入ったわけ

なんですが、公平・公正ということに重きを置いたというのが結論でございます。 

 国・県の選挙におきましては、当然執行経費として、基準額、１人当たりいくら

という細かい計算で出させてもらいますので、それをもらいますが、１００パーセ

ント全額では実はない、９７～９８％程度でしょうか。１，０００万円であれば９

８０万円ほど入ってくるんですが、必ずしも満額でない。あくまでも基準を超えて、

私どもが何かを余分にしたものについては経費として認められないという現実があ

りますので、基準の中で執行している、それが現実でございます。 



○議長（山本 陽一郎君）   木村議員。 

○９番（木村 宗朝君）   行政改革よりも、私は投票率向上に重きを置くべき

だなというふうに思っております。今言われた数字が余り変わらないということで

すけども、あるデータによりますと、中高年の棄権はなぜかというデータでありま

すけれども、自宅から投票所までの距離が５分未満だと８１．７％あるのに、２０

分以上だと５２．２％になる。つまり距離によって投票率が変わるということだと

思います。だから行政改革よりも民主主義の原点である選挙を、きちっと投票率を

上げるためには、減らすというよりも、むしろ近くで投票するということが重要で

はないかなと思っております。そこを逆行しているのではないかと思っております

ので、本当に投票率を上げる意思があるのであればこれを戻す、あるいはもっと増

やすということだというふうに思います。 

 もう１つは期日前投票がずっと増えている、期日前投票に行く人が増えていると

思うんですね。それをもっと期日前をやりやすいようにするための方法というのは

何かあるのではないかと思うんですけど、そのようなことは考えてみえませんでし

ょうか。 

○議長（山本 陽一郎君）   総務部長。 

○総務部長（斎藤 博重君）   期日前投票でございますが、選挙日の仕事、旅

行といったところで認められておるんですが、私どもも入場券の送付について、中

身を見直させていただいて、宣誓書をその裏にする、そういった形で、できるだけ

投票所における時間を短縮するなりしまして、簡素化はさせてもらってきました。

ただ、今以上の事務的な簡素化は、法的な部分があってちょっと難しいのです。 

 ただ、投票所を例えば増やすということも実はやっておられるところもあります。

これにつきましては１つ目がまず基本で、２つ目を増設するということも、確かに

理論的には法的手続きが可能なのでございますが、実は今年の知事選挙なんかです

と、全県１区の選挙といいますのは、期間が告示から１７日間ございまして、朝８

時半から夜８時まで開けておるんですが、日によって１０人に満たないという日が

何日も実はございまして、現在の期日前投票だけでそういう状況がありますことか

ら、新たに２つ目をという考え方がちょっとしづらいと。これが立会人報酬、今、

立会人さんが２人、投票管理者、あと職員や諸経費、人の手配を考えますと、現在

としては２つ目というのは考えにくい状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   木村議員。 

○９番（木村 宗朝君）   ２つ目が考えにくいということなんですけれども、

ネオポリスの人にとっては、例えば町長選挙とか町会議員の選挙であると、５日間、

水曜日から土曜日までということに期日前はなるんですが、どうしても日曜日に行

かないとだめだというよりも、水曜日から日曜日まで、いつでも行けるというのが



いいのではないかなと、投票率が増えるのではないかなというふうに思うので、体

育館へ来てもらうよりも笹尾連絡所にあれば、もっと期日前の人たちが増えるので

はないか。日曜日、何か用事があって行けなかったわという人たちにとっては、水

曜日に行っておこうか、木曜日に行っておこうかというふうになると思うので、そ

れも近くに、今言ったように５分未満だと８１．７％ということがあるので、距離

が近くて、いつでも早い目に投票しておけるというのが、投票率を向上させるため

には必要ではないかな。財政的なこともあるかもわかりませんが、それよりも投票

率を上げるということを優先するべきではないかなというふうに思います。 

 もう１つは、例えばイオンと笹尾連絡所であるとか、そういうことも考えてもい

いのではないかなと思うんですが、その辺はどうでしょうか。 

○議長（山本 陽一郎君）   総務部長。 

○総務部長（斎藤 博重君）   ごもっともなご意見でございます。私どももい

ただいた意見につきましては、選挙管理委員会の皆さまと十分に議論をさせていた

だきたい、そんなふうに思っております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   木村議員。 

○９番（木村 宗朝君）   もう１つ、選挙権の年齢が１８歳以上になるという

ことで、若い人たちの政治的な教育というか、投票行動をどう上げるかということ

について、どのようなお考えがあるか、お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   総務部長。 

○総務部長（斎藤 博重君）   まず今回の町長選挙の投票率、こちらのほうを

申し上げますと、町全体で５７．５９％で、４年前に比べましてマイナス６．１５％、

年代別に分析させていただきますと、５０歳を境に、５０代から７０代の方は町の

平均を上回るのですが、２０代でマイナス２４．３３％、３０代でマイナス１４．

７％と、年齢が下がるほど投票率が下がる傾向が顕著になってまいります。 

 そこで、今、国会等で議論をされております１８歳の選挙権の問題が出てまいり

ます。単純に年齢が下がる傾向から、じゃあ１８歳はというと、非常にこちらにつ

いては危惧されるところでございますけど、当然これにつきましては、国のほうも

１８歳である高校生や大学生に対する周知啓発を進めていただく必要があると思い

ます。それとやはりその前段階であります中学校段階、そういったところから私ど

も町で持っている選挙備品を学校の選挙にお貸しをして、意識を中学校時代から持

っていただくようにして、とにかく政治・選挙への関心を持っていただく、そうい

った取り組みを進めたい、そんなふうに思っております。 

○議長（山本 陽一郎君）   木村議員。 

○９番（木村 宗朝君）   私も中学生にそのようなことをやっていただくのは

本当にいいことだなと思ってまして、それまで投票へ行こうかと思っていた人が４



割であったのが、模擬投票をやることによって７割に増えたというデータがあるん

ですね。中学校時代にそのような模擬投票をきちっとやっていただいて、意識を高

めていただくというのは重要なことであると思っておりますので、ぜひともそのよ

うなことをお願いしたいなと思います。 

 もう１つは選挙広報についてであります。 

 ほかの市町村では、既に選挙広報についてやっているところも多く見られますけ

れども、東員町はまだ選挙広報について、そのようなことを考えているのかどうか

をお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   総務部長。 

○総務部長（斎藤 博重君）   選挙広報につきましては、選挙管理委員の皆さ

まと、数年前から先進地の視察を含めまして、条例等も見てまいりました。 

 今回の選挙広報の必要性というのは、私どもも十分理解をさせていただいておる

んですが、今回それ以外にも町長選挙時なんですが、市民活動としまして、公開討

論会の開催に取り組まれました市民団体がございました。こちらも新たな啓発手法

ということで理解もできます。しかしながら町長の選挙、先ほども申し上げました

が、選挙期間が５日というところで、締め切り、火曜日の夕方５時に締め切って、

それから最終的に印刷、土曜日の配布まで４日間で全ての配布を終わるということ

で、日程的に非常に厳しいという現実がございまして、三重県下１９市町のうち、

今実施しておる団体が５団体程度ということで、私どもも、流れとしては理解をさ

せていただいておるんですが、あと一歩、時間的な問題をどう克服するかと、そこ

が課題という認識はしております。準備は進めておりますものの、もう少しお時間

をいただければと、そんな理解をしております。 

○議長（山本 陽一郎君）   木村議員。 

○９番（木村 宗朝君）   難しいのはよくわかりますが、ぜひともほかの自治

体でやっているところを参考に、それまでに準備をきちっとして、新聞折り込みに

するとか、期日前ということもあるので、土曜日といわずに、できるだけ早く出す

方法を一度検討していただいて、実施に向けてやっていただくとありがたいなとい

うふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 次にいきます。 

 ３点目はスポーツ施設の改修についてであります。 

 国のスポーツ施策を総合的に推進するスポーツ庁設置法が５月に成立し、１０月

にはスポーツ庁が発足する見通しであります。 

 ２０２０年東京オリンピック、パラリンピックに向けた選手強化、スポーツを通

して国民の健康増進や地域振興に取り組むということで、教育政策の一環と位置づ

けられてきたスポーツ政策は、大きな転換点を迎えることとなります。 



 他の自治体などでは、既にスポーツは教育委員会管轄ではなくなっているところ

がたくさんあります。また、２０２０年の東京オリンピックの前後、２０１８年に

はインターハイ、２０２１年には国体が三重県で開催されます。そういったことか

らもスポーツ施設の充実、改修なども重要になってきます。 

 そこで教育長に質問でありますが、町では公共施設の改修が計画的に進められよ

うとしておりますが、その中のスポーツ施設の改修は先送りされることはないでし

ょうか。陸上競技場は平成４年の完成から２３年がたっています。早急な改修が必

要でありますが、いつごろになるのかをお伺いいたします。 

 よろしくお願いします。 

○議長（山本 陽一郎君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   木村議員のスポーツ施設の改修についてのご質問

にお答えをいたします。 

 本町のスポーツ施設については、現在、総合体育館をはじめ武道館、陸上競技場、

プール、野球場、テニスコートなどの施設管理を行っております。 

 スポーツ施設改修の先送りをしていないかとのお尋ねですが、建物の防水や設備

の老朽化が著しく、安全性に欠けるものなど、財政との調整も図りつつ、優先順位

を設けて、これまで計画的に改修をしてきております。 

 陸上競技場につきましては、陸上競技大会や町民体育祭の開催をはじめ、町民駅

伝大会などに利用をされております。 

 陸上競技場のこれまでの主な改修の状況を申し上げますと、平成２２年度のメイ

ンスタンドの防水工事をはじめ、平成２４年度はトラックの改修工事、昨年はバッ

クスタンド側のスピーカー改修工事と、１階南側のエアコン改修工事（第１期）を

実施しております。平成２７年度につきましては、今議会の補正予算でお願いをし

ております１階北側のエアコン改修工事（第２期）を実施させていただく予定であ

ります。 

 今後は、平成３３年の三重国体を見据えた場合、フィールド部分の改修工事が必

要となります。また、陸上競技場としての安全性も確保するためのコースの改修な

どが必要となりますので、計画を立て、慎重に進めてまいりたいと考えております

ので、ご理解賜りますようによろしくお願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   木村議員。 

○９番（木村 宗朝君）   計画的に進められるということでありますけれども、

教育委員会から総務部へそのような具申を上げるのに、学校教育施設とスポーツ施

設が平等に上げられるかどうか、まずこの点をお伺いいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをさせていただきます。 



 基本的にはそれぞれのところから要望が上がってきたりとか、私ども調査をさせ

ていただきまして、ここを改修しなければならないというようなことを、まず見つ

けます。 

 その時には当然優先順位がありますので、緊急性があるか、必要性があるか、公

共性があるか、そして財政の効率性があるかというようなことをもろもろと検討し

ながら、私たち教育委員会内でも順位をつけます。その後、スプリングレビューと

かオータムレビューとか、いろんなそれぞれの時期ごとに、私どもとしてこういう

ことをやりたいというのを町の財政なりと検討会をし、そして大きいものは町の企

画調整委員会で、これをどうするのかというような話し合いを進めていきます。 

 基本的には町全体のバランスをとりながらやっておりまして、優先順位をきちん

とつけてやっておりますので、スポーツ施設が遅いとか、学校施設だけを優先して

いるということは、私どもはないと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   木村議員。 

○９番（木村 宗朝君）   それはよくわかりました。 

 しかし陸上競技場の現状は、聞くところによると内側のレーン、１レーン・２レ

ーンは滑るぐらいであって、フィールドから芝生の根が１コースのほうへ入ってき

ておると。だからトラックが上がってきておるという状況であります。 

 そして障がい者の競技も行われていると聞いておりますが、義足の人が走ると滑

るということだそうであります。それからマットがふやけて使えない状況にあると

いうようなこと、あるいはバックスタンドの電子掲示が壊れている、このようなこ

とを聞いておりますので、そういうことを考えると、学校教育の施設であれば、も

う既に改修しているのではないかなと思ったんですが、このような状況は聞いてみ

えるのかどうかをお聞きします。 

○議長（山本 陽一郎君）   教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをさせていただきます。 

 議員ご指摘の点、私どもも報告が上がっております、見ております。その対応は

ちょっと個別の案件ですので、事務局長に答弁をさせますので、よろしくお願いし

ます。 

○議長（山本 陽一郎君）   小川教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（小川 増久君）   お答えさせていただきます。 

 まず１点目の芝生の管理につきましては、芝の根がトラック側に入らないように、

基本的には芝の根切りというんですかね、根を切って、定期的に管理を行っており

まして、今のところはトラック競技に支障が出るような状況には至ってないものと

いうふうに考えております。引き続き利用者の方が安全に利用できるような維持管

理に努めてまいりたいというふうに考えてます。 



 それと２点目ですか、棒高跳び用のマットでございますけれども、確かに経年劣

化によりまして、一部マットがふぐあいがあるという報告は受けておるんですけど

も、大会の運営上、現段階では直ちには安全性に問題がないものというふうに判断

をさせていただいておるんですが、一度、競技用のマットのメーカーさんとも打ち

合わせを行って、マットを買いかえたほうがいいのか、あるいはウレタンを入れる

とか、換えたらいいのか、検討させていただきたいというふうに思っております。 

 それと３点目の電気掲示装置でございますけれども、昨年、メインスタンド側と

バックスタンド側でございますけども、両方とも故障いたしまして、急遽この４月

の大会に間に合わせるために、メインスタンド側の修繕を行わせていただいたとこ

ろでございます。それでご指摘のとおり、バックスタンド側については使用ができ

ない状態ではあるんですけれども、現在、メインスタンド側を利用して体育館運営

を行っていただいてます。 

 バックスタンド側の修繕につきましても、機器本体以外にも配線が大分延長も長

いということで、費用もかさむことも予想されておりますので、競技場の修繕の優

先順位も見ながら慎重に検討していきたいというふうに考えておりますので、どう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（山本 陽一郎君）   木村議員。 

○９番（木村 宗朝君）   財政的なことがありますので大変でしょうけれども、

ぜひともそのようなことをきちっと進めていただきたいと思います。 

 インターハイ、国体の開催に合わせて伊勢の陸上競技場が今年、来年で改修され

るということでございます。そのため、その時期に大きな大会、全国大会なんかも

三重県で開催するには、この四日市の緑地の陸上競技場と東員町の陸上競技場しか

なかったわけでありますけれども、残念ながら東員町はまだ改修されていないとい

うこともありますし、なおかつ平成２４年の公認更新では、２種を３種にしてしま

ったということで、これはせっかくの大きな大会を開けるチャンスを逃してしまっ

たということになります。２種と３種というのは、公認料は余り変わらないように

思っておりますが、公認料の差というのはどれぐらいか、それと改修に要する費用

はどれくらいかかるのか、この辺についてお伺いいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをさせていただきます。 

 まず公認料についてですけれども、２種公認料が２４万３，０００円、３種公認

料が８万１，０００円ですので、その差は１６万２，０００円です。 

 ただ、公認料だけではなくて、それの改修、例えば２種にする場合ですとトラッ

クを全面舗装、かえなければならない、芝生をかえなければならない、トラックだ

けでも私どもの概算で１億円を超えるようなお金を入れていかなければなりません



し、芝生の改修も、これは見積もりをとっておりませんけれども、多額な費用があ

るということで、平成２４年３月に、私ども東員町は３種でいくということを決め

させていただきましたので、基本的には３種公認、ただ、利用者が安全に利用でき

る環境設備というところの維持は努めてまいりたいなと思っておりますので、よろ

しくご理解をお願いしたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   木村議員。 

○９番（木村 宗朝君）   公認料は余り差はないというのもわかりますが、改

修費用が１億円以上かかるということであります。平成４年にできましたので、２

０年以上経過しております。ＴＯＴＯの補助金の中に、２０年以上たったスポーツ

施設を大改修するための助成金というのがあると思います。それは１億５，０００

万円の３分の２まで出るというふうに聞いておりますので、それを利用して、１億

５，０００万円であれば１億円、ＴＯＴＯの助成金が出ると思いますので、ぜひと

も２０年以上たったこの陸上競技場のトラックの全面改修、それからフィールドも

含めて、やっていただければなと思いますが、そのような考えどうでしょうか。 

○議長（山本 陽一郎君）   教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（小川 増久君）   お答えさせていただきます。 

 確かに木村議員が申されましたように、スポーツ振興くじの補助金、助成金です

ね、ＴＯＴＯの部分でございますが、私どもちょっとお聞きしているところにより

ますと、建築後２０年以上経過したスポーツ競技施設を全面的に改修とか改造した

場合に、そういう助成があるということもお聞きしておりまして、当然大規模な事

業費になった場合については、ＴＯＴＯの助成とか、あるいは国とか、県とか、そ

の他の費用も極力というか、積極的に利用させていただいて改修していきたいとい

うふうに考えておりまして、実はまた今年の秋にもＴＯＴＯの補助金の説明会もご

ざいますので、担当者のほうにも行かせていただいて、十分その辺、詳細について

勉強させていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（山本 陽一郎君）   木村議員。 

○９番（木村 宗朝君）   ぜひともお願いをいたします。国体も陸上競技場で

サッカーが行われるということで、サッカー場も、ゴール付近をもうちょっと長く

しなければならないというようなことも聞いておりますので、芝生を長くしなけれ

ばならないというふうに聞いておりますので、そういったことも含めて、ぜひとも

今言ったＴＯＴＯの助成金を利用して、きちっとした陸上競技場に改修をしていた

だけますようにお願いをしておきます。 

 ４点目にいきます。 

 ４点目は１２月議会での意見書についてであります。 



 昨年１２月議会で、これからの勤労青年教育のあり方に関する意見書を町長、教

育長に提出いたしました。その内容は、社会教育行政が青年たちの自主的な集団活

動を保障し、支援してきたこれまでの功績を認識し、青年団の再組織化を支援いた

だくよう要望するものであります。 

 具体的には町の総合計画、または教育基本方針の中に勤労青年の存在を明確に位

置づけ、勤労青年教育を振興する政策を策定すること、２、その計画の策定に当た

り、地域の青年層をはじめとする勤労青年の声を十分反映させること、３、青年教

育を充実させるために社会教育法第９条２項に基づき、社会教育主事を配置するこ

と。また、青年の学習活動を支援する公民館主事や青年教育施設職員体制を充実さ

せること、これらの条件整備を進めるとともに、青年の集団活動や学習活動の財政

的支援を充実させることであります。 

 この意見書について、どのようなお考えか、今後どのようにしようと思われてい

るのかをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   木村議員の１２月議会での意見書についてのご質

問にお答えをいたします。 

 東員町青年団につきましては、これまで地域づくりに必要な人材の育成を目的と

して数多くの青年リーダーを輩出してきましたが、残念ながら平成１３年度に解散

をいたしました。町としては地域社会に貢献されております青年世代のさまざまな

活動を通して、地域社会が一層活性化することを願うものでありまして、青年世代

の活動に対する支援は必要なことと認識をしております。 

 この意見書を受け、教育委員会事務局内で現在検討をしておりますし、検討いた

しました。この時の共通認識では、この意見書は、単に青年団活動の再生を考える

だけではなく、東員町が内包する中心課題を含んでいるという認識をいたしました。

それは東員町の人口問題であり、東員町が進めようとしている地方創生にかかわる

課題であるという認識であります。 

 私どもはこの意見書をもとにしながら、まず東員町の社会教育・スポーツ振興の

分析をいたしました。その中でわかってきたというか、私どももちょっと残念やな

と思ったことがありまして、それは、生涯学習として行っているものの対象者が、

子ども層、主婦層、高齢者層の３層が中心になっているという現状でありました。

勤労青年層に対する取り組みは成人式実行委員会、青少年の主張、自主文化事業の

自主的参加等と限られた事業でありました。 

 次に東員町の人口分析を行い、次の４点の特徴が明確になってきました。それは

低い出生率、若者の転出超過（２０歳～３０歳）、高齢化、そして４点目はプラス

なんですけれども、未就学児から小学生等の転入、ファミリー層の転入が多くある



という特徴がありました。このことからも青年世代への働きかけの必要性を認識を

いたしました。 

 さらに意見書にかかわる青年団の現状分析では、町内の地域に現在５つの青年団

がありますが、いずれも在来地区の祭りのある地域であること、そして祭りの時の

ためにだけ組織されるというようなところもあるという実態でありました。 

 最後に、私どもはこの意見書の実現を図るための基本方針を論議をいたしました。

それはこれまでの行政主導型ではなく、若者自らがやる気になって、企画立案でき

るよう、仕掛け、見守り、支援するという方針であります。 

 以上のような現状や課題を分析しながら、町といたしましては、若者が集う場所

や機会づくりの支援を継続していく必要があると考えており、今の若者の率直な考

えや思いを聞く機会を早急に設けまして、若者の自主・自立を見守りながら、支援

の方策等も今後検討していく考えでおりますので、よろしくご理解賜りますように

お願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   木村議員。 

○９番（木村 宗朝君）   この問題は短期間でできるということではないとい

うのは十分認識をしております。地道にやらないと、なかなか進まないことであり

ますが、今、教育長が具体的な話をしていただきましたけれども、町の活性化のた

めにもぜひともそういった会議というか、集まる場をつくっていただきたいと思い

ますが、どのような形で具体的にそういう場を設けようとしているのか、お聞きを

したいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   ご質問にお答えをさせていただきます。 

 基本的な方針としては先ほどもお答えをさせていただきましたけれども、若者た

ちの自主・自立を基本とすると。それから東員町の課題、地方創生、東員町の創生

と人口問題の中の１つとして考えていきたいと。これは教育委員会１つができるも

のでありません。私どもだけではなくて、オール東員で、いろんなところを取り組

まなければならない課題であると思っております。また、本当に難しいのです。正

解のない課題であるなということも考えております。 

 短期的な方策といたしましては、私ども本年度、地域の青年団やＯＢの方、成人

式実行委員会、毎回何名かいますので、そういう方々に集まっていただきまして、

まずはフリートークをして、東員町のことについてどう考えるのやとか、どういう

活動をできるのかというようなことを行っていきたいと思います。 

 また、次に社会教育事業の見直しというか、一遍にはできませんけれども、やは

りいろんな講座の中で青年層を対象とするような講座をつくっていかなければなら

ないなというような認識をしております。 



 また、町内のいろんな若者、企業、それから事業所、学校や園も、若い先生たち

や若い保育園の先生たち、役場にもいっぱいおりますので、そういう方々、青年層

の人々の交流の場も何とかできないかなということも考えております。 

 次に青年教育を充実させるための支援組織として、現在社会教育主事は２名おる

んですけれども、その主事を効率的に活用するように考えていきたいと思いますし、

もし財政的な支援が必要な場合には、実情を見きわめて対応をしていきたいなと思

っております。 

 次に長期的には、これも全国でいろいろなところやられておるんですけれども、

やはり小中学生の町にかかわる行事なんかでのボランティア活動なんかを組織し、

地域に貢献することを喜びとする経験や、地域に関心を持つような取り組みを進め

て検討していきたいなと思っております。 

 それから今でも少しずつですが、やっておるんですけれども、小中学生に自分の

地域に愛着と誇りを持つようにということで、地域の歴史や文化、いろんな行事に

触れてもらうこと、例えばこども歌舞伎や第九やミュージカルなんか、今、無料招

待券を発行して、小中学生の子どもたちにできるだけ来てください、こんなことあ

りますよというのをやっておりますし、第九なんかでも、オーケストラと一緒に歌

おうというような形で、地域の行事や文化事業に参加してもらうようなことを広め

て、触れる機会を進めていきたいなと思っております。 

 ２０歳代から３０歳代の青年を対象としたものも、また今後考えていきたいなと

思っておりますので、よろしくご理解のほど、お願いを申し上げたいと思います。 

 以上です。 

○議長（山本 陽一郎君）   木村議員。 

○９番（木村 宗朝君）   ぜひとも今、教育長が言っていただいたことをやっ

ていただいて、何とかもう一度そういった若い人たちが町を活性化していただける

ようにご努力をいただきたいと思うのでありますけれども、今、２０歳から３０歳

と教育長言っていただきましたけれども、そのことが重要なことかなと思っており

ます。昔は２２～２３歳までで青年団は終わりという時代でありました。今の時代、

みんなが大学へ行って地元へ帰ってきたりする人は２２歳ということで、そこから

やらないとなかなかバラバラになってしまうということになると思いますので、年

齢を上げて、そういった方を募集していただいて、ぜひとも町の活性化のために、

そういったいろんな意見を聞いていただいて、それを成人式の実行委員の皆さんも

含めて入っていただいて、そういったことにつなげていただけますように、よろし

くお願いをいたします。 

 以上で終わります。 

 


