
○４番（石垣 智矢君）   ４番、石垣智矢。 

 おはようございます。石垣智矢です。 

 一般質問を始めさせていただきます。 

 まず初めに、先月、ブラジルのリオデジャネイロで行われました夏季オリンピックでは多く

の感動、名シーンが生まれ、日本代表の最後まであきらめない気持ち、まさに日本の魂を感じ

た大会でありました。 

 日本代表が獲得したメダルは４１個と史上最多の結果となり、２０２０年の東京オリンピッ

クが非常に待ち遠しいものであります。１０代の若い世代の選手も多く、家族だけではなく、

まちぐるみで選手を支える、その姿はスポーツ教育、運動教育の大切さを改めて感じることと

なりました。 

 東員町の子どもたち、またはスポーツを楽しむさまざまな世代の方々が東員町の体育施設を

気軽に使っていただける、利用しやすい環境づくりを我々も進めていかなければなりません。 

 本日の一般質問では、東員町でスポーツを行いやすい環境づくりという、その点においても

質問させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは質問に入ります。質問内容は通告書にて提出させていただきました町政懇談会につ

いて、そして２つ目、陸上競技場芝グラウンドの利用について、この２点でございます。 

 まず初めに１つ目の町政懇談会について、質問させていただきます。 

 ６月２３日から７月３０日の間に２３自治会で町政懇談会が行われました。町政懇談会は町

長自らが自治会に赴き、住民の皆さんと直接意見を交える、とても有意義な場所だと私自身も

感じております。２３自治会合わせて延べ６１７人の皆さんに出席していただき、たくさんの

意見をいただいたと思いますが、１つ目、去年の１０月、１１月に行われた町政懇談会と比べ

てどのようなものであったのか、また、たくさんいただいたご意見を今後どのように施策に反

映させていくのか。 

 ２つ目、町政懇談会を今後も開催する予定はあるのかどうか。町長は去年の町政懇談会の反

省点として、女性や若者の参加が少なかったので周知の方法を考えなければと、この議場の場

でおっしゃっておられました。今後開催するのであれば、女性や若者の参加率向上をどのよう

に考えておられるのか、この２点についてご答弁をいただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   町政懇談会についてのご質問にお答えをさせていただきます。 

 先ほどご案内のように今年は６月２３日から７月３０日ということで、２３自治会全てで開

催をさせていただきました。 

 開催に際しましては、各自治会長に事前に町民が参加しやすい、土曜日・日曜日を含む日程

などを選んでいただきました。これについては若い人も女性も参加しやすいところを選んでい

ただきたいという希望を持って、土日ＯＫ、夕方ＯＫということで、かなり幅広い日程をお示

しさせていただいて選んでいただいたということでございますが、参加いただいた人数は、先



ほどご案内いただいたように６１７人、小学校区別でいくと神田が１７１人、稲部が１２４人、

三和が７１人、笹尾西８３人、笹尾東８９人、城山７９人ということで、残念ながら昨年に比

べて参加者の数は若干減っております。 

 女性についてはこのうち１６９人、割合にして２７％ということで、去年より若干増えてお

りますが、しかし若者の参加につきましては、あるいは女性の参加も含めてですけども、決し

て多いということではありませんので、去年もそのように私も感じて対策を打っていかなけれ

ばならないと。先ほどのような時間帯をできるだけ出やすくしていただく、そんな工夫もさせ

ていただきましたけど、なかなか難しいということがあり、こういうことを含めて来年以降開

催するのであれば、その課題の洗い出しをもう一回する必要があるんではないかなというふう

に思っております。 

 それにしても、懇談会を準備していただいた自治会長さんをはじめ自治会役員の皆さんには

大変お世話になりまして、ありがとうございました。この場でお礼を申し上げたいと思います。

ありがとうございました。 

 懇談会では、今後予想される人口減少社会に対する町としての対策等を掲げた総合戦略、水

道施設の老朽化・耐震化への対応、元気老人サロンから地域支えあい事業への移行、また、笹

尾・城山地区におきましては、集会所の建てかえ等について説明をさせていただきました。特

に今回は参加者の皆さんから意見を聞くということ、そのための懇談会だという位置づけをし

て、意見交換の時間を長く取らせていただきました。 

 いただいたご意見ご要望でございますが、すぐに対応がとれるもの、時間が必要なもの、国

や県に要望していかなければならないもの、なかなか対応が難しいものなど多種多様でござい

ました。現在、懇談会の記録を整理しております。そしてそれが整い次第、順次ホームページ

に掲載をさせていただいております。ご高覧賜れば幸いに存ずるところでございます。 

 懇談会の場で答えられなかった案件につきましては、順次今検討をしておりまして、できる

だけ早く自治会長さんにお示しをしていきたいというふうに考えております。また、概要につ

きましては広報とういんでもお知らせをいたしております。 

 町政懇談会は町民の皆さまが日ごろ感じている地域の現状や課題を伺い、議論することによ

り、地域がやるべきこと、行政が支援しなければならないことなどを考えるいい機会だと私も

思っております。町民の皆さま全ての意見を町政に反映させることはできませんが、いただい

たご意見やご要望は整理をしまして、今後のまちづくりの参考にさせていただきたいというふ

うに考えております。 

 町政懇談会の今後につきましては、参加者数が非常に少ない、全住民人口の約２．５パーセ

ントの出席ということ、女性や若者の参加者がまだまだ少ないということ、こういう現状を踏

まえて、有効な開催の方法や開催の有効性なども含めて、町民の皆さまの意見を聞くなどしな

がら検討、協議をしていかなければならないと考えております。 

 議員にも皆さんの意見を聞けるような懇談会になる、そんないいご意見があればまた承りた

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ます。 



○議長（三宅 耕三君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   ご答弁ありがとうございました。 

 再質問をさせていただこうと思うんですけれども、まず６１７名の方が来ていただいたんで

すが、やはり前回よりも少し参加者が減ってしまったということで、いろいろとまた、皆さん

が参加しやすい方法を考えていかなければならないというご回答でございましたけれども、私

自身も北大社と南大社の２地区のほうに懇談会、参加させていただきまして、いろいろと見さ

せていただいたんですけれども、順次ホームページにアップしていくというお話でしたが、昨

日の９月５日の段階でホームページに上がっていたのは１０地区、１０カ所の自治会分しか、

まだ懇談会の内容が上がっておりませんでした。もちろん私が出席させていただいた２地区に

関しては、当然ながらホームページには上がっておりませんでした。 

 このあたりからも、やはり早急に上げていただくということが、町民の皆さんに対して、し

っかりと情報発信をしていくという部分になってくると思うんですね。なので、ぜひとも早急

にホームページに内容を上げていただきたいんですけれども、そもそも約１カ月の間で２３自

治会を回るというのは、非常に業務としても大変なのかなというふうな感覚が私自身も持って

おります。これ１カ月で行う意味というのはあるのでしょうか。ぜひともお答えいただきたい

と思います。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   ホームページに掲載が遅いということ、確かに遅いんですが、

実はあの場にテープが置いてありまして、テープ起こしをして、そしてきちんとそれを要約し

て、そしてホームページへ上げるという作業、これすごく大変でして、職員も頑張っているん

ですが、その辺はご容赦いただきたいなと思っております。 

 それと１カ月で町政懇談会をやる意味ということですけども、実は去年は秋にやったんです。

ご承知のように、秋というのはイベントがすごく多い。実は自治会の行事とも重なるというこ

とで、今年は秋を避けようということを考えました。そうすると６月議会終わって、夏になる

と、また夏は夏でそれぞれの地域で祭りがあったり、いろいろあります。そうすると、できる

だけ行政も自治会もいい時期というと、ちょうどこのあたりかなということで、決して１カ月

に限定したわけではないんですが、そういうことになってしまったということが現状です。 

 実は短期間にずっと回らせていただくということは、我々も職員も非常に厳しい状況は同じ

なんですが、ただ余り間延びしても、例えば最初の自治会から何カ月も置いて一番最後の自治

会というのも、これも変なものですから、職員、我々も厳しい中で、ちょっとコンパクトにや

ったほうがいいだろうというふうに考えて、今回実施させていただいたと、こういうことでご

ざいます。 

○議長（三宅 耕三君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   ありがとうございます。職員の皆さんであったり、本当に大変

な思いをして、この１カ月の間で回っていただいたというふうに私自身も思っております。 

 町長の先ほどの答弁の中で、間延びしてはいけないという回答をいただきましたけれども、



僕の考えといたしましては、ぜひともたくさんの方に参加していただける、そんな日程を調整

できるのであれば、間延びしても全然よろしいのではないかなというふうに考えております。

それこそ町長の公務という形で、いろんなところを回っていただかなきゃいけないので、夏祭

りもいろんな各地区行っていただいたと思いますし、すごくそのあたりも日程調整が難しいと

いうふうにも思います。 

 ただ、自治会の中でもさまざまな活動や集まりというのがある中で、皆さんこの町政懇談会

を開いていただいておりますので、ぜひともこの１カ月という間でやるよりかは、１年を通し

て町政懇談会を行っていただくほうが、一番双方がよりよい日程調整ができるのかなというふ

うに私自身は感じております。 

 行政側としても、ほかの業務に支障を来すということはもってのほかでございますし、町民

の皆さんが参加しやすい、そんな方法をとるには１年をかけて町政懇談会をやっていただく、

そのやり方はどうでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   まあそれも一つの方法かなというふうに思います。我々の中で

も一度検討をさせていただきたいと思いますので、来年以降に向けて、今ご提案のことも含め

て、できるだけ皆さんが集まっていただきやすい方法というのを考えていかなければいけない

と思ってますので、貴重なご意見だと思います。 

 ありがとうございました。 

○議長（三宅 耕三君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   ぜひとも町民の皆さんが本当に参加しやすい、そんな町政懇談

会をしていただきたい、ぜひとも検討していただきたいと思うんですが、一番最初に通告書で

私が提出させてもらっておった、町長自身が今後町政懇談会をやるのかという質問に対して、

町長から明確にやるのかやらないのか、やる方向で考えておるのか、その回答がなかったと思

いますので、ぜひとも町長のお考えを、もう一度聞かせていただきたいと思いますが、どうで

しょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   先ほど、やるやらないも含めて検討していきたいというふうに

答えたと思うんですが、最初はですね、私、個人的にはできるだけ皆さんのご意見というのを

頂戴していきたいというふうに思ってます。それぞれ自治会にも行政のほうにも、いろんな事

情があるということで、もしやるのなら、できるだけ有効な町政懇談会にしたいということを

考えてますので、方法、今言われたようなことも含めて、できるだけ私としては、若い人とか

女性がもっともっと参加していただいて活発にご意見をいただけるような、そんな集まりにな

ればなというふうに思ってますので、気持ちとしては来年以降もできるだけやっていきたい、

その方向で検討をしていきたいというふうに思っておりますので、またご意見も賜りたいと思

います。 

 よろしくお願いします。 



○議長（三宅 耕三君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   ありがとうございます。来年度もやる方向で考えていきたいと

いうお考えでございましたので、ぜひとも何とか町民の皆さんの意見をくみ取れるような、そ

んな町政懇談会をしていただきたいと思います。 

 昨年度に行われた町政懇談会と今回行いました町政懇談会、同じ住民の方から意見が出てき

たのかなと。たくさん同じ意見を見受けた気がしました。「あの問題は一体どうなったんだ」

であったりとか、「前にも言いましたけど、あそこを何とかしてもらえませんか、進捗状況は

どうなってますか」というような形で、昨年度に行われた町政懇談会と同じ意見が今回も出て

たように思いました。前回の回答、行政側からの回答が住民の皆さんにしっかりと行き渡って

いるのかどうか、情報発信というのがしっかりできていたのかどうかというのが少し気になり

ます。 

 例えば今回の町政懇談会で配る資料の中に前回の回答を書面で配ったりだとか、懇談会の冒

頭で前回いただいた意見の回答を、全てとはなかなか難しいとは思いますので、やはり皆さん

が大事にしている意見、気になる意見というのを冒頭に回答を述べたりだとか、そのような形

で情報発信というのが今回もできたのではないかなというふうに感じております。やはりホー

ムページも含めて、情報発信というのが、そして住民の方との情報共有というのが、まだまだ

少しできていないのではないかというふうに感じております。 

 そのあたり今後情報発信、そして情報共有、住民の方とするために、どのように行政側感じ

ておりますか、ぜひともご回答いただければと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   賜ったご意見、あるいはご要望につきまして、できたものにつ

いては自治会長さんに確認をいただいておるということでございますけれども、確かに今ご指

摘いただいた点については、住民の方それぞれが把握しているかというと、そうでもないだろ

う。自治会長さんは把握してても、ほかの人が把握してないということは当然あり得ることで

すので、大変貴重なご指摘だと思っております。今後そういうことも、今言っていただいたご

指摘を我々も考えていかなければいけないなというふうに思ってます。それが情報発信、情報

共有の第一歩になっていくのかなというふうに思いますので、大変貴重なご意見ありがとうご

ざいました。 

○議長（三宅 耕三君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   やはり情報共有というのが本当に大事になってくると思います

し、また住民の皆さんから情報発信していただける、それが町政懇談会であると思うんですけ

れども、お互いが情報発信をし合える、そんな関係性を築いていくということが非常に今後も

大事になってくると思いますので、ぜひとも情報発信していただければというふうに思います。 

 ですので、まずホームページへのアップを早急に対応していただければと思いますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 町政懇談会につきましては、私自身もぜひともやっていただきたいと思っております。住民



の皆さんの意見を何とかして町に反映できる、そんなまちづくり、住民の方と一緒にまちづく

りができればというふうに思っておりますので、町政懇談会、私はぜひともやっていただきた

いと、そういう思いでありますので、今後とも前向きに、よりよい方向に向かうようにご検討

していただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 これで町政懇談会の質問は終わらせていただきます。 

 次に通告書、２つ目の陸上競技場・芝グラウンドの利用について、質問させていただきます。 

 平成４年に約１９億円をかけて建設された東員町陸上競技場ですが、現在に至るまでにさま

ざまな形で利用されてきました。陸上競技はもちろんのこと、サッカー、ラグビー、そして東

員町の町民体育祭など、競技だけではなく、スポーツを通して、町民交流の場としても幅広く

活用されてきました。特に陸上競技場内の芝グラウンドは、建設された当時では珍しい全面芝

生のグラウンドであり、あの芝生の上でプレーしたいと夢見る子どもたちがたくさんいたこと

を覚えております。 

 現に世界的にも活躍しているサッカー日本代表の本田圭佑選手も、名古屋グランパス時代に

ここでプレーをしております。このように県外からも注目を集めた陸上競技場芝グラウンドで

すが、近年では近隣の市町でも芝生のグラウンドが数多く建設され、もはや芝生のグラウンド

が特別ではなくなってきております。芝生でのプレーなら、けがにもつながりにくいですし、

本番さながらの練習ができるということで、芝グラウンドの利用を練習から行っている、その

ような状況であるため、グラウンドの利用しやすい環境づくりを求める声が多く集まっており

ます。 

 このような背景から、芝グラウンドの利用方法を見直す必要があるのではないかと考えまし

た。 

 では、現在の陸上競技場芝グラウンドにおいて見直すべき点はどこにあるのか、私なりに考

えたところ、一番気になる部分はやはり使用料でございました。ですのでまず冒頭に使用料に

ついて、ご説明させていただきたいと思います。 

 本日は議長からフリップボードの持ち込みを許可いただいておりますので、そちらを使って

ご説明させていただきたいと思います。 

 こちらがそのフリップボードでございます（石垣議員フリップボードを提示）。まず最初に

見ていただきますのは、東員町の陸上競技場芝グラウンドの使用料でございます。東員町は１

時間当たりの料金ではなく、時間帯での使用料になってまいります。 

 まず見ていただきますと、午前中の９時から正午までの陸上競技場芝グラウンドは２万円、

使用料がかかってきます。つまり９時から正午までですので３時間で２万円かかります。次に

その隣にあります午後１時から午後５時までの時間帯、昼からの４時間を使用する場合は３万

円かかってきます。つまりその隣、もう一つ隣いっていただきますと、午前９時から午後５時

までの終日８時間を借りると、合計しまして５万円の使用料がかかってきます。１日で５万円、

終日借りますと５万円の使用料がかかってきます。これが東員町陸上競技場の芝グラウンドの

使用料です。ぜひともこの５万円という数字を覚えておいていただきたいんです。 



 次に、ほかの近隣市町と比較してみたいと思います。ほかの近隣市町は、こちらが近隣市町

の使用料となっております。ここのフリップボードの中にいなべ市、桑名市、そして東員町の

３つの市町村を入れさせていただきました。一番上に他市町の芝グラウンド使用料と書いてあ

りますけれども、これはいなべ運動公園サッカー場、いなべ市に至っては、そして桑名市に至

っては桑名市総合運動公園サッカー場の使用料を載せさせてもらっております。 

 隣に市内者というふうに書いてありますけれども、こちらは市内在住者の使用料という形で、

いなべ市、桑名市に至っては書いてあります。東員町に関しては町内、町外という区別はあり

ませんので、この市内者というのは、いなべ市、桑名市に関して載せさせていただきました。 

 こちらは双方、いなべ市、桑名市ともに１時間当たりの使用料でございます。１時間当たり

の金額を載せさせてもらっておりますけれども、いなべ市に至っては、まず１時間当たり２，

５００円でございます。そして桑名市に至っては２，０６０円です。東員町は１時間当たりの

使用料という形はございませんが、終日８時間使って５万円を１時間当たりの金額に直すと６，

２５０円になります。 

 いなべ市は２，５００円、桑名市は２，０６０円、そして東員町は６，２５０円、これが１

時間当たりです。なので東員町の８時間の５万円というのを基準で８時間計算をすると、一番

下の段ですが、いなべ市は２万円でございます。桑名市に至っては１万６，４８０円です。同

じ朝の９時から夕方５時まで、この８時間を使用した場合に東員町は５万円ですが、いなべ市

は２万円、桑名市は１万６，４８０円、桑名市から見ると、約３倍以上の値段に東員町はなっ

ております。これが今の東員町陸上競技場芝グラウンドの使用料でございます。 

 これをぜひとも皆さま、わかってもらった上で、私の２つ目の一般質問、通告書どおりにさ

せていただきます。 

 これを見ていただいたとおり、ものすごく東員町が高いというふうに気づいていただいたと、

そのように思っておりますけれども、このことを踏まえて、１つ目は陸上競技場芝グラウンド

の利用状況はどのようなものなのか、そして２つ目は陸上競技場のフィールドスポーツ使用料、

つまり芝グラウンドの使用料ですけれども、ほかの市町に比べて高額なのはなぜなのか、また、

使用料に関する議論が今までになされているのか、質問させていただきたいと思います。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   小川増久教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（小川 増久君）   石垣議員の陸上競技場の芝グラウンドの利用に

ついて、お答えいたします。 

 本町の陸上競技場は平成４年に完成しまして、桑員地区を中心とした広域的なスポーツ振興

の拠点として、桑員陸上選手権大会や桑員の中学校競技大会を開催するとともに、町民の皆さ

まには、体育祭とか駅伝大会などでご利用をいただいているところでございます。 

 １点目の陸上競技場の利用状況でありますが、昨年度の利用実績は、各種団体や個人の方に

年間２３２回のご利用をいただいております。その内訳を申し上げますと、トラック競技での

利用が３３回、サッカーなど、フィールド競技での利用が３２回の計６５回の団体利用と、中



学や高校の陸上部などの個人利用が１６７回となっております。 

 先ほど石垣議員も申されましたように、私どもも他市と比べて高いというのは十分認識はい

たしております。ただ、私ども他市と比べて高いとか安いとかということではなくて、陸上競

技場のフィールドの使用料につきましては、第２次の平成１７年の東員町行財政改革検討委員

会から町内の公共施設使用料の見直しについての答申を受けまして、総合文化センターや体育

館、武道場、野球場など、体育施設の抜本的な使用料の見直しに合わせて陸上競技場の使用料

も維持管理にかかる経費を利用者の方にも応分の負担を求めることとして、平成２１年度から

現行の施設使用料に改定を行いました。 

 陸上競技場の観覧席はスタンド席が１，９５４席、そして芝生席が約４，０００人の合計６，

０００人余りの収容人員が可能な施設であり、第３種公認の陸上競技場として、大規模な大会

が開催可能な施設でありますことと、受益と負担の公平性の確保の観点から、私どもといたし

ましては妥当な使用料金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（三宅 耕三君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   ありがとうございます。 

 改めて再質問させていただきたいなというふうに思うんですけれども、フィールド競技、つ

まり芝グラウンドに関して３２回というふうな使用料であったと。とても私自身は少ないよう

に感じます。まず先ほどの答弁を聞かせていただいて、このフィールド競技３２回の中で、町

内の方がどれほど使われたかというのは把握されてますでしょうか。ぜひともお聞かせ願いた

いと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   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）   町内の方と申しますか、基本的には大会が多く

ございまして、町内・町外、なかなか明確にさせていただくことができないんですが、例えば

桑員中学校の体育大会、桑員地区の方がみえるもので、東員町の中学生とか町外の中学生の方

が参加していただいたり、ヴィアティンですかね、桑名の２部リーグのところですね、あとフ

レンドリークラブがサッカー教室ということで、年間８回から９回ほど利用いただいたりして、

ちょっと町内、町外を分けるというと、子どもたちだけの試合というのは、基本的には体育協

会が開催した中学生のサッカー大会とか小学生のサッカー大会が主なものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   利用のほうが少し少ないなと。ただ、ほかの地域から町外から

来ていただいたり、県外から来ていただく方々もものすごくありがたいのです。わざわざこの

東員町に来ていただいてスポーツしていただく、本当にそれだけでも来ていただけるというの

は本当にありがたいな、それはすごくわかるんですけれども、やはり町内の方に一番利用して

いただくように、そのように陸上競技場・芝グラウンドに関しても、やはり変わっていかなけ

ればならないのかなというふうに感じております。 



 いなべ市であったり桑名市、ほかの市町では市内者、市外者というような形で区分がされて

おると思います。東員町に関しても、ほかの体育施設、野球場、総合体育館、武道館に関して

は町内者、町外者という形で使用料の区分がされておりますけれども、ここの陸上競技場芝グ

ラウンドに関しては、一切この区分けがされておりません。ですので町内の方がどれだけ使わ

れたのかとか、町外からどれだけ来ていただいたのかというのも、多分把握できていないのか

なというふうに感じるんですけれども、そもそもなぜ、ここの芝グラウンドだけ町内者、町外

者という区分がなされていないのでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   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）   先ほどの答弁で少しお話をさせていただきまし

たんですけれども、私どもの競技場については日本陸連の第３種の公認を受けておりまして、

北勢地域を中心に、県内外の方からご利用をいただける都市型公園のスポーツ施設として、広

域的に多くの選手が遠くから集まっていただき、基本的には大会とか試合を行えるような施設

整備がなされておりまして、できたらなかなか町内だけというのは難しいところもありますの

で、区分を分けずに使用料の設定をさせていただいております。 

 これが私ども、サッカーの専用施設であれば、その辺も桑名市さんとかいうところもありま

して、分けることも可能なんですけども、陸上競技の関係もありますので、なかなか分けるこ

とが難しいということもございますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   ほかの体育施設がどうしても町内者、町外者と区分けされてお

りますので、なぜここだけ分けられていないんだと、これは率直に町民の方が感じることだと

思っております。そのあたりに関して、やはり町内の方々、東員町に建っている施設でありま

すから、ぜひとも町内の方々が何とか気軽に使えるような、そんな方法にしていただきたい、

そのように私自身考えております。 

 先ほどもフリップを使ってお話もさせていただきましたけれども、町内、町外といった使用

料もさることながら、利用方法というところでも使い勝手が悪いかなというように感じており

ます。 

 現在の利用方法であれば１時間当たりで借りることはできませんので、例えば午後からの２

時間だけ借りたいという場合であっても、使用料は午後からの３万円払わなければならないと。

これではちょっと使い勝手がいいとは、なかなか言えないのかなというふうに思いますし、ト

ラック競技でどなたかが使用されている場合は、芝グラウンドは基本的には使用できないとい

う、そのような取り決めになっておると思います。これではトラック競技をされている場合に、

中の芝グラウンドは一切だれも使っていない。これでは少しもったいないのかなと。たくさん

の方が利用していただくためには、もちろん練習内容や競技内容次第では、トラック競技も芝

グラウンドに関しても共存できるのではないかと、そのように私自身考えております。利用方

法というのは本当にこれで適切なのか、そのあたりも踏まえて、ぜひともご回答いただければ

と思います。 



○議長（三宅 耕三君）   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。 

 私どもも町の体育施設というのは、その利用目的とか利用形態に応じて時間貸しをしたり、

例えば半日貸しをさせていただいたりということでさせていただいております。 

 陸上競技場の天然芝は、ご存じのように人工芝と違いまして、日常の管理が非常に難しいの

が現状でございます。夏場を中心とした定期的な芝刈りを行ったり、水やりは欠かせず、草が

すぐ生えてくるために除草剤をまいたり、ひどいときにはシルバーさんにお願いして、草を一

本一本抜いていただいりしておりまして、どこの市町も天然芝をお持ちのところは、次の試合

までにできるだけベストな状態でしておくということで、気を遣われておるようでございます。

特に人工芝であれば、ほとんど手入れの必要がないんですけれども、仮にサッカーのように毎

日のようにご利用いただいた場合、雨の日でも利用されたり、試合もありますので、フィール

ド内でぬかるみができたり、芝がめくれ上がったりして芝がガタガタになってしまうもので、

次の試合ができなくなってしまうというようなことも聞いておりまして、事実、以前、私ども

も芝を回復させるために一時的に使用を中止させていただいた経緯もございます。 

 そのようなことから基本的には試合貸しというんですか、試合とか大会貸しということで、

サッカーについてはそういう形で利用していただきたい。ただ、先ほど言われましたようにフ

ィールド競技とトラック競技の両方同時に使っていただくということは、中でサッカーをして

いただいて、トラックで例えばトラック競技をしていただいた場合、練習とかしていただいた

ときに、ボールが飛んできて選手に当たったりして、非常に安全上も危険であるというふうに

判断をさせていただいておりますので、なかなか同時に使っていただくというのは難しいとい

うふうに考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   先ほど答弁いただいた中で、トラック競技と芝グラウンドに関

しての共存はなかなか難しいというふうにお話をいただきましたけれども、今年度、もしくは

去年ですかね、前年度にそういう形でトラック競技を使う方、芝グラウンドを使う方、双方が

話をして、今日は一緒に使いましょうと、そういうような形が３回ほどあったというふうに聞

いております。双方のお話で、ということです。 そういうふうな話を聞いておりまして、そ

れがあるのであれば十分可能なのかなというふうに思うんです。 

 なので、こちら側からしてはもちろん、何かあったときの対処というのは本当に考えなきゃ

いけないと思うんですが、双方がそういう形で今日はこういう練習、いうたらサッカーでいえ

ば今日は片面のシュート練習しかしないから、１００メートルの練習であれば走っていただい

ていいですよとか、そのような競技内容、種目によっては双方が理解をしていただければ僕は

十分可能なのかなというふうに、前例があるのであれば、という形の方法をとっていただく、

これが十分できるのかなというふうに思うんですが、そのあたりどうでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   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。 

 昨年３回ほど利用があったというのは、ちょっと申しわけないんですが、私は把握しておら

ないものでわからないんですけども、先ほども申し上げましたように、トラックは中学生や高

校生の陸上の選手たち、当然大会の試合に向けて利用していただいたり、あるいは民間の企業

の陸上部にお勤めの方が定期的に練習をしていただいておりますので、桑名市のような陸上競

技場というのですかね、あそこはいつでも自由に無料で走ったりできるというふうに聞いてい

るんですけども、なかなか私どもの陸上競技場では、何か選手の方に事故とかけががあったと

きに問題があると思いますので、なかなかその辺については今直ちに利用していただくという

答えが難しいので、よろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   私は以前にそのようなやり方をされたというふうに聞きました

ので、このやり方を常時考えていただければいいのかなというふうに思って提案させていただ

きましたので、そのやり方をされて、いろんなまた方法が見つかったと思いますので、ぜひと

もまた、そういう形もあるという中で検討をしていただければというふうに思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 そして先ほど、天然芝の管理は非常に難しいというお話をいただきました。非常に難しいと

思います。また、この芝に関しては夏芝だというふうに聞いておりますので、夏はいいんです

けれども、冬場になるとなかなか育ってこない。なので、生えているところもあれば、よく使

う部分に関してはなかなか生えてこなくなってしまうと、そういうような芝だと聞いておりま

すけれども、施設を持っている以上は使っていただく運営を、私はしていただかなければなら

ないのかなというふうに思います。使わずに管理ということは正直できるんですよね。やはり

使いながらの管理ということが、僕は必要になってくると思うんです。 

 なので、芝を大事にという形なんですけれども、やはり芝が傷つきそうなラグビーの合宿な

どもされておりますし、持っている以上は使っていただきたい。芝を使いながら運営できる方

法というのを考えていただかなきゃならないと、そういうふうに思うんですが。 

 ここで教育長に少しお話を聞きたいと思います。 

 やはり使いながら陸上競技場を運営していくということを、僕は目指していただきたいなと

いうふうに思うんですけれども、子どもたちの観点でいくと、子どもたちに運動教育、スポー

ツ教育というものをお父さん、お母さん方はさせてやりたいと、東京オリンピックに向けて、

さらなる熱意というものが高まってきております。学校内での授業やクラブ活動での運動教育

というのも、もちろん大事なんですけれども、学校外での運動促進というのも、これ非常に大

事な教育だというふうに思っております。 

 ネット社会が進み、家の中で一人でゲームをする子どもたちが増える中で、休日や放課後に

外で遊んだり運動したりといった学校外の運動教育を促す、そのためにも陸上競技場芝グラウ

ンド、ぜひとも休日なんかには住民の方々に、いつでも気軽に利用できる、そんなグラウンド



として開放していただきたいというふうに思います。子どもたちの運動教育、そして芝グラウ

ンドの利用、このあたり教育長としてどういう教育方針、そしてこの芝グラウンドに関してど

のような形で子どもたちに進めていきたい、そのように考えておられますか。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   石垣議員のご質問にお答えをいたします。 

 私どもも運動教育というか、子どもたちの体力向上に向けては、保幼小中ずっと中心になっ

て、いろんな取り組みをやっております。今ここではちょっと言いませんけれども、本当に東

員町１６年一貫教育プランの中で、運動というのは大変重要な位置づけでやっております。 

 この陸上競技場ですけれども、先ほども局長が答弁してましたように、あくまでも公認の陸

上競技場であります。ですから一番優先すべきは陸上競技場としての施設でありまして、もう

一つ、料金のことも出てましたけれども、同レベルの料金施設であれば、僕は東員町が高いか

低いかというのは比較していただいていいんですけれども、観客席があり、６，０００人ぐら

いが入るような施設と観客席もない施設を比べて料金が高い低いというのは、ちょっと私ども

としては難しいなと思うところがあります。 

 私どもは例えば昨年度、中央球場の料金が高いというようなご指摘を受けました。それは同

施設の同じレベルの例えばいなべ市の野球場と比べまして、ちょっと高いなということで、定

住自立圏ということも含めながら下げさせていただきましたけれども、名古屋ドームがこれだ

けやと、中央球場と名古屋ドームのあれで、そら名古屋ドーム下げなあかんというのは、ちょ

っと難しいかなという感じはしております。 

 ただ、いろんなところで他の施設や他の競技団体や受益と負担の公平性もありますけれども、

石垣議員がいろいろ調べていただきまして、そしていろんなところを言っていただいたことに

対しまして、教育委員会としても検討を進めていきたいなと思っておりますので、よろしくご

理解を願いたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   確かに、これパッと比較すれば東員町は高いと。ただし、同ク

ラスの施設で比べてくださいというお話やったですね。これが東員町の５万円というのが、パ

ッと見だけではすごく高いなと思うんですけれども、教育長がおっしゃるように、これが高い

かどうかはさておいて、やはり僕はこの５万円という形を町内、そしてどんな世代の方々も、

みんな一斉に５万円取るというのは、これは高いかなというふうに思うんです。このスタンド

もあって５万円の芝グラウンドという形で関したら安いと思われる方もおるかもしれません。

ですけれども、いろんな世代の方々が使っていただく、そういうような運営方法であれば、こ

の５万円というのは非常に高いと思うんですね。 

 そして先ほど答弁でもいただきましたけれども、芝を運営するのが、管理するのが非常に大

変だというふうな話もありましたし、私は子どもたちがこの芝グラウンドを使えば、芝はそん

な大人のラグビーの選手なんかよりかはずっと、大人のサッカーをする方々よりかは、芝の管



理という面については、子どもたちが使うのに至っては全然問題はないのかなと、荒れにくい

のかなというふうに思うんですね。 

 なので芝を大事にしながら運営していくという観点からしても、子どもたちの利用というも

のを、ぜひとも優先させていただきたいと思うんです。 

 そういう形でいけば、やはり５万円、これはなかなかお金を動かせないというのであれば、

子どもたちだけでも、中学生以下、小学生以下、この子たちは半額にする、無料といったらあ

れですけれども半額にするだとか、そういうような措置をとれば、５万円という金額であって

も半額にすれば、利用していただける子たちというのは安いと、東員町の陸上競技場のグラウ

ンドを使おうというふうになっていくと思うんですね。ほかの東員町の施設であっても、テニ

スコートであったり、総合体育館というものは半額の使用料にしてありますね、中学生以下は。

この芝グラウンドに関しても僕は小学生以下、中学生以下、半額という形に十分しても、芝の

管理もできますし、問題ないと思うんですが、このあたり教育長どうでしょうか、よろしくお

願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   子どもたちにとって５万円って僕も高いなと思うんですけど

も、子どもたちや学校や町民の、特に若い人たちが使うためには、減免制度というのを配置さ

せてもらっております。学校が使う場合には、学校がきちんと使用許可を出してやっていれば

減免措置をさせていただいておりますし、スポーツ少年団、それからフレンドリークラブの大

会、日常の練習じゃないですよ、大会のときにはやっぱり減免措置をさせていただいておりま

す。私どもも、そういう陸上競技場を皆さんに使ってもらう、子どもたちに使ってもらうとい

うことに対して、今できるところは精いっぱいはそういうところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   町長、答弁ありますか。 

 石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   それでは議長から指摘がありましたので、町長、ぜひともその

あたりに関してお話をいただきたいと思います。 

 お願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   ちょっとびっくりしましたけど。 

 この陸上競技場については、私は建設当時の目的があると思うんですね。要するに観客席が

あって、たくさんの人が来ていただいて大会をするという目的でつくられている。だからすご

い観客席があります。ガラス張りのＶＩＰルームもあるんですね。それにものすごい維持管理

費がかかっているという面があります。 

 ですからそれがその当時の目的だったわけですよ、こういう特別なものをつくるというのが。

だから僕はそれに見合う料金かなというふうに今聞いておりましたけども、もし町民の皆さん

が、みんなで利用できるものにしたいということなら、そのようにあのものを変えていけばい



い。だから例えば観客席を取っ払う、あれを壊してしまってだれでも使えるグランドにしてし

まう、それが町民の意思であるならば、我々としてはそういう方向で検討、そして考えていけ

るんではないかなと。 

 ですから町民がみんなだれでも使えるようなものにするのか、今のようにもともと２種公認

ですからね、そういう特別な施設でこれからも維持していくのかというのは、これは町民の皆

さんが決めていただくことだというふうに思ってますので、ぜひそういう議論をして、我々も

いきたいと思いますし、議論をさせていただきたいなというふうに思っております。 

○議長（三宅 耕三君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   急に答弁をいただきまして、ありがとうございます。 

 やはりいろんな使いたい方、いらっしゃると思うんですけれども、いろいろとできた当初の

目的なんかもありますし、最初はまず子どもたちが使いやすい方向で考えていただきたいとい

うのが僕自身の一番の思いなんです。子どもたちが今後、自分たちのやりたいことに没頭でき

る、そんな陸上競技場・芝グラウンドであってほしいと、そのように私は考えさせてもらって

おりますので、ぜひとも子どもたちのために前向きに検討いただければというふうに思います。 

 私自身も今年３１の年になりますけれども、小中高と野球ばっかりやってまいりました。野

球漬けの日々で、今振り返ると大変だなというふうに思うんですが、私をスポーツに集中させ

てくれる、そんな環境をつくってくれた両親に関しては本当に感謝しております。 

 子どもにやりたいことをぜひとも没頭させてやりたい、集中させてやりたいと思うお父さん

お母さんというのは、東員町にたくさんいます。そういう方々の意見もぜひとも参考にしてい

ただいて、陸上競技場・芝グラウンドを利用しやすいような環境づくりをどんどん検討してい

ただいて議論していただければというふうに思います。 

 長くなりましたけれども、ぜひともそのような願いを込めて私自身の一般質問を終わらせて

いただきたいと思います。 

 本日はどうもありがとうございました。 


