
○４番（石垣 智矢君）   皆様おはようございます。２日目の一般質問、よろしくお願い

いたします。本日私が質問いたしますのは、陸上競技場芝グラウンドの利用についてでありま

す。この質問は、平成２８年の９月定例会において同じ質問をさせていただきました。あれか

ら１年以上が経過したことと現在陸上競技場を取り巻く環境が大きく変化したことから、再度

違う観点からご質問させていただきます。 

 東員町陸上競技場は、平成４年に約１９億円をかけて建設され、陸上競技全般、またサッカ

ー、ラグビーなど様々な利用によって愛されてきました。また建設当初は、日本陸連の第２種

公認競技場として、そして本年１０月まで第３種の公認陸上競技場として町内だけでなく町外

からも多くの方が足を運ぶ施設として利用されてきました。 

 しかし、本年１０月をもって２５年間続いた公認陸上競技場を初めて更新しない意向で決断

しました。現在は公認は外れております。この陸上競技場内にある芝グラウンドの使用料は、

１日の使用で５万円と近隣市町に比べてかなり高額です。 

 私が前回質問させていただいたのは、この陸上競技場の使用料がとても高いのではないかと

いうご質問を投げかけさせていただきました。近隣市町、いなべ市、１時間当たり２，５００

円、桑名市２，０６０円に対し、東員町は芝グラウンドに関しては６，２５０円と２倍から３

倍ほどの料金設定がされております。また、町内・町外の区分もなく、午前・午後という専用

使用料であるため非常に使い勝手が悪いのではないかと私自身考えております。芝グラウンド

の料金設定及び利用方法は、本当に適切であるのか、再度この一般質問で投げかけさせていた

だきたいと、そのように考えております。 

 それでは、通告書に従いまして質問いたします。 

 平成２８年９月議会の一般質問で、陸上競技場芝グラウンドの利用方法について検討してい

くとの答弁でありましたが、その後どのような議論がなされたのか。 

 ２つ目、本年１０月、日本陸上競技連盟第３種公認が外れたことに伴い芝グラウンドの使用

料を含めた利用方法の見直しをどのように考えているのか、答弁をお願いいたします。 

○議長（鷲田 昭男君）   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）   「陸上競技場芝グラウンドの利用について」ご

質問にお答えいたします。 

 質問の中にもありましたように、本町の陸上競技場は、桑員地域のスポーツ振興の拠点とし

て位置付け、陸上競技大会や公式のサッカー試合が開催できる日本陸連の第２種公認の競技場

として平成４年にオープンいたしました。 

 ５年前に第３種の公認に変更いたしましたが、日本陸連の度重なるルール改正に合わせ、公

認を継続するため、これまでトラックやフィールド内の改修工事、そして競技備品の買替えな

ど年間の維持管理経費等も含め２５年間、私どもの町がそれらの費用を単独で支出してまいり

ました。本年１０月の公認を継続するためには、レーンの全面改修に約１億２，０００万円の

費用が必要で、今後の厳しい町財政を考えた場合、「公認を続けるべきではない」との結論に

至り、近隣市町や関係団体などに陸上競技場の公認の更新は行わない旨の通知をいたしたとこ



ろであります。 

 ご質問の陸上競技場のフィールドの使用料につきましては、第２次東員町行財政検討委員会

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、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年度に約１．５倍

の値上げを行いました。  

 この陸上競技場は、観覧席としてスタンド席が約２，０００席、芝生席４，０００人の合計

６，０００人余りが収容可能な施設でございまして、陸上大会やサッカー、アメフトなどの大

規模な大会が可能な施設でありますことと受益と負担の観点からも妥当な使用料金と考えてお

りまして、今直ちに料金を見直す考えは持っておりません。 

 私どもは、この陸上競技場を民間の力を借りまして活性化させ稼げる施設にしていく必要が

あると考えております。そのため、昨年から指定管理者制度の導入について調査を行い、民間

事業者からアドバイスをいただきながら検討を進めてまいりました。 

 最初は陸上競技場だけを対象に検討を行っておりましたが、その後、中央球場、テニスコー

ト、町民プールを含めた「東員町スポーツ公園全体」で指定管理を導入した方がメリットがあ

ること。さらにはシナジー効果を高めるために「スポーツ公園と中部公園」を一体で指定管理

を行う場合についても、民間事業者から様々な提案をいただきながら関係各課とこれまで１年

間協議を進めてまいりました。しかしながら、総合的に判断しました結果、費用対効果の面な

どから、現在のところ指定管理導入の検討については中断させていただいている状況でありま

す。 

 現段階でお示しできるような具体的な進展はまだございませんが「陸上競技場のあり方」に

つきましては、引き続き民間活力を導入しながら、様々な手法について調査研究を進めてまい

りますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（鷲田 昭男君）   石垣智矢議員。 

○４番（石垣 智矢君）   答弁いただきました。中でも再質問をたくさんさせていただき

たいことがありましたので、二、三とは言わず、６つ、７つほどさせていただきたいと思いま

す。 

 まず最初に、平成２１年に料金の改定を行い１．５倍の値上げをしたということでしたけど

も、近隣の市町であったり全国的に見ても同じようなランクといいますか、同じような陸上競

技場があると思うんですけども、それと見比べても、この東員町の陸上競技場の料金設定とい

うのは非常に高いというふうに私は考えています。どのような料金設定の基準というのがある

のか、ぜひとも教えていただきたいと思います。 

 また、参考にしている市町であったりとか参考にしている競技場などもありましたらぜひと

も教えていただきたいと思います。お願いいたします。 

○議長（鷲田 昭男君）   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）   当初を少し話させていただきますと、当初平成

４年のときは、県営陸上競技場とか四日市のところを参考に料金設定させていただいたと思い



ます。ただ現在は、その料金改定については、あくまでも私どもは、平成１７年度当時でした

か、行財政検討委員会からの提言を受けて、これは陸上競技場だけではございません。スポー

ツ施設、あるいは公共施設全てを見直すということで、基準にしたとかということではなくて、

全体的に引き上げるという町全体の考えに基づいて、その当時は上げさせていただいたという

ことで、どこかを基準にしたとかということではなくて、私ども確かに高いというのは認識い

たしておりますが、維持管理、年間今１，６００万円ほどの費用を年間維持管理とか公認申請

のためにかけておりました。そういう点も勘案しながら当時は値上げしたというふうにお聞き

しております。以上でございます。 

○議長（鷲田 昭男君）   石垣智矢議員。 

○４番（石垣 智矢君）   当時は県営の陸上競技場であったりとかと比較しながら設定さ

れたということなんですけども、もちろんそれは当初の話でありまして、現段階でもちろんそ

れぞれの市町、時代の流れによって料金設定は毎年毎年いろんなところは変更かけてらっしゃ

いますよね。そこに関して、東員町ももっともっと毎年毎年しっかりとこの料金設定が正しい

のかどうか、適切であるのかどうかしっかりと見直していただく必要があるかと思うんですけ

ども、そのあたり毎年毎年見直しはされているのでしょうか、お願いします。 

○議長（鷲田 昭男君）   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）   料金の見直しについては、平成４年から１７年

間、陸上競技場で申し上げますと一度も料金の見直しというのは行っておりませんでした。当

時はできるだけ安い利用料金で、公共施設であるということで当然当時は財源的にも余裕もあ

ったということで、基本的には何年か、例えば５年とか、定期的に見直すというのも１つのや

り方であったんですが、当時は東員町としては見直しはこれまで行っていなかったという状況

でございます。以上です。 

○議長（鷲田 昭男君）   石垣智矢議員。 

○４番（石垣 智矢君）   見直しは行っていなかったというお話で、やはり公共施設のあ

り方が今非常に全国的にも取り上げられておりまして、それは東員町も例外ではないと。これ

からしっかりとその使用方法、使用料を含めて毎年毎年やはり見直していただく必要があるの

かなというふうに思ってます。 

 近隣市町のいろいろな施設、陸上競技場の使用料なども調べさせていただきましたところ、

前回はいなべ市と桑名市のサッカー場の使用料をお話させてもらったら、教育長に同じランク、

同じ公認の場所の陸上競技場の施設の場所と比べてくださいと、そのようなお話をいただきま

したので、いろいろと調べさせていただいたところ、たくさんあるのでちょっと近隣の方の資

料でお話させていただこうと思うと、四日市市に関しましては、四日市市中央緑地公園陸上競

技場、第２種公認の収容１万人の陸上競技場でありますけれども、こちらは午前中５，６７０

円、午後が８，５１０円、１日使いますと１万２，７１０円という形になってます。東員町は

１日使うと５万円です。ですので３分の１や４分の１ぐらいの料金設定がされています。ここ

は２種公認でなおかつ収容が１万人の収容でございますので、東員町が今まで３種公認で６，



０００人収容という陸上競技場からすれば、さらに大きい場所ではありますが、料金設定とし

てはかなり安い。 

 三重県鈴鹿市に関してはＡＧＦ鈴鹿陸上競技場、第３種公認、こちらはスタンド面で１，４

５０人の競技場でありますけども、１日使うと８，１６０円。 

 三重県の伊賀市上野運動公園競技場でありますと、１時間当たり２，０００円ということで

すので、東員町と同じ８時間使おうと思うと１万６，０００円という形でございます。またこ

ちらの伊賀市に関しては中学生以下は１，０００円ですので、半額料金にしてありますけども、

こちらの方は中学生以下の子どもたちにも幅広く使っていただくような利用方法がとられてお

ります。この伊賀市に関しては、収容人数約３，５００人の競技場であります。 

 三重県名張市の名阪フィールド名張市民陸上競技場に至っては、第４種公認、そして日本サ

ッカー協会公認でありますけども、こちらは人工芝で４種公認ということで３時間で１，５０

０円、そのような料金設定がされてます。 

 三重県内でも東員町のこの陸上競技場というのは非常に高い。これはどういう場所で料金設

定の基準なんかを設けられて、どういう比較をされてというのは私自身もわかりませんけども、

比較してしまうと明らかに高いというのが一目瞭然な場所だと思うんですね。そのあたり、私

ども公認が外れるというお話を１年前に議会の方にもいただいたんですけれども、この１年間、

料金設定であったり、これからの陸上競技場の運営方法に関してどのようなお話がされたのか。

１年間あれば、今まで２５年間公認でずっと続いてきた陸上競技場ですので、がらっと１８０

度運営方法が変わってもおかしくない。そのような決断だというふうに思っておりますけれど

も、この１年間の間にどのような話がなされてきたのか、ぜひとも聞きたいと思います。お願

いいたします。 

○議長（鷲田 昭男君）   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）   その１年間の議論の前に、今、様々な市町村の

陸上競技場の比較もしていただいたと思うんですけども、それぞれいろいろ全く同じ施設では

なく、いろいろ市町によって人工芝であったり天然芝であったり、またその管理人を置いてい

るかいないか、設備のいろいろ維持管理がどのようにかかっているか、それによってやっぱり

違うというところもありますし、例えば近隣のところでお話させていただくと、四日市市が陸

上競技場を昭和４７年、もう５０年近く経つ古いところで、実は今度大規模な、陸上競技場か

らサッカー場から１００億円近くのお金をかけて建て直すということをお聞きして、その建て

直しに合わせて料金を、今は安いですけど、それを見直されるということをお聞きしておりま

す。 

 ちょっと話変わるんですけども、桑名市さんも来年の４月からスポーツ施設だけではなくて、

貸館から体育館からプールから全て料金を約１．５倍値上げされるということを聞いておりま

す。桑名市さんは陸上競技場はお持ちじゃないんですが、サッカーの専用施設でありますけど

も、その施設も値上げされるということです。 

 それで１年間、どのような議論をしてきたかということですけれども、陸上競技場の公認を



行わないということで、料金のこともそうなんですが、様々な関係団体、桑員の陸協さんとか

町のスポーツ協会、そして町の体育協会、また近隣市町などに直接お会いしたり、その公認を

やめる経過とか説明などに時間も少し費やしてきたということと、私どもは料金の見直しの前

に、それと併せて歳入の増加を図るべきではないかということで、この競技場を稼げる施設に

するということを第一優先に考えて、これまで指定管理者の導入を念頭に置いて、民間の力を

借りながら何とか陸上競技場を活性化させるということで、そういうことについて協議を重ね

てきたということです。以上です。 

○議長（鷲田 昭男君）   石垣智矢議員。 

○４番（石垣 智矢君）   稼げる施設と先ほどから何度もおっしゃっていますけれども、

例えて言うと１，０００円のラーメン一杯を、財政が厳しいから、売り上げが厳しいからとい

って５，０００円にして潤いますか、賄えますかというと、そういうわけではないと思うんで

すよね。やっぱり適切な料金設定であったり、もちろん公認が外れるという形にはなってます

けれども、やはり利用者に応じた、また現状にしっかりと見合う料金設定にするべきだという

ふうに私は言わさせてもらってるんですよね。とにかく安くしてくれと言っているわけではな

いんですよ。あまりにもここが妥当ではない料金設定じゃないんですかと私はお話させてもら

ってますので、そこはしっかりと現状、そして近隣市町であったり全国的にも同じような陸上

競技場なんかもたくさんありますので、しっかりと参考にして料金設定をしていただきたいな

というふうに思っております。 

 そういう点でいきますと、東員町の公共施設で体育施設の中には、やはり町内・町外という

区分がしっかりとされて、町内の方々は使いやすいような形で料金設定がされている体育施設

ばかりでありますけども、ここの陸上競技場の芝グラウンドに関しては町内・町外の区分がな

いと。なぜ町内・町外の区分がないのかお聞かせ願いたいのと、町内・町外のしっかりとした

区分をつけて町内の方々、町民の方々にしっかりと使いやすい配慮をすべきじゃないのかなと

思いますけども、そのあたりいかがでしょうか。 

○議長（鷲田 昭男君）   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）   お答えさせていただきます。 

 最初の話に戻らさせていただくんですが、これまでというか現在は、陸上競技場というのは

広域的に使っていただくというのが当初の目的で、その経過があってこれまでさせていただい

ています。今後、公認は外れるわけですけども、今私どもは１区分、例えば半日でいくらとい

うような形でさせていただいておるんですが、例えば桑名市さん、いなべ市さんのように、そ

れを例えば１時間いくらにするとか、そういうことも検討はさせていただきたいというふうに

思っております。 

 私どもは、陸上競技場だけが町内・町外を設けていないということではなくて、例えば町民

プールなんかにつきましても町内・町外を分けずに、できるだけ多くの方に来ていただくとい

う目的もあってさせていただいているということも申し添えさせていただきたいと思います。

以上でございます。 



○議長（鷲田 昭男君）   石垣智矢議員。 

○４番（石垣 智矢君）   全部が全部というわけではありませんので、もちろん町民プー

ルは別にされております。ただし料金設定がもともとものすごく安いですので、この陸上競技

場と同じような形になると、ちょっと利用される方の使い勝手という面に関しては別物になる

のかなというふうに思ってます。 

 先ほど広域的な施設ということで、いろいろ考えるとすれば１時間当たりの料金設定を考え

るとか、私からすれば利用方法という意味では、午前・午後の区分だけではなく、１時間当た

りという方がずっと使い勝手がいいと、そしてまた１時間当たりの料金設定だったらたくさん

の方に利用していただけるというふうに感じてますので、やはりいろんな形で町民の方々に還

元できる方法というのをしっかりと考えていただいて、見出していただく必要があるのかなと

いうふうに思っています。ぜひともそのあたり、よろしくお願いいたします。 

 次に教育長にご質問をさせていただきたいというふうに思います。 

 前回私が質問させていただいたときに、子どもたちの利用促進を、もっともっと図っていた

だく方法をとっていただけないかというふうにお話させていただきました。 

 中学生以下は半額ですとか、夏休みの期間にこの陸上競技場の芝グラウンドなどを開放すれ

ば、子どもたちの利用が増えるのではないかというふうな話をさせていただいたときに、教育

委員会でしっかりと検討させていただきたい、議論させていただきたいというご答弁がありま

した。どのような話がされたのか、ぜひともお伺いしたいと思います。 

○議長（鷲田 昭男君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えさせていただきます。 

 その前に、今後の陸上競技場のあり方なんですけど、昨日、三宅議員にも私お話をさせてい

ただきました。３種公認は外れましたけれども、立派な観客席と陸上の器具がありますので、

引き続きいろんな大会、陸上競技場の大会等使っていただきたいなと思っております。ただ、

来年度の予算にもかかわると思うんですけども、東員町の財政というのは、今いろんな予算を

やってますけれども、本当に覚悟を決めてやっていかなければならない状況に私たちは来てい

るというのは私も認識しております。先ほどから局長が申しましたように、私どもはその陸上

競技場が１つの資源になっていくと、そのために本当に知恵を出していろんな方に使ってもら

うということをしていかなければならないと思っております。 

 子どもたちに活用してもらうというのでありますけれども、残念ながら今少子化というのは

進んでおります。私どもは子どもたちが使う場合には、中学生も子どもたちもまず減免の対象

として無料にしとるんです。昨年度使ってもらったのは２６回ほどありました。子どもたちが

いろんな大会をするときには、何としてもこの減免、無料にするというのは守っていこうとい

うのは事あるごとに話をして進めている、そういうのを主にお話しました。 

 それから、どうやってこの陸上競技場を有効的に、有効的にというのは収入を得る面で有効

的に使ってもらうということをしていかなければならないというのは、本当に社会教育課、教

育委員会の中で繰り返し繰り返しお話をさせていただいたところであります。以上でございま



す。 

○議長（鷲田 昭男君）   石垣智矢議員。 

○４番（石垣 智矢君）   教育長がおっしゃるとおり、すごく財源が厳しいから覚悟を持

ってやっていかなきゃいけないというお話でしたけど、もちろん財源が厳しいということは私

も重々承知しております。その財源が厳しいものを利用者の料金、使用料を高くするというと

ころで賄うことが本当に正しいのかどうかというのはまた別問題だというふうに私は認識して

おります。もちろん先ほど局長おっしゃってもらったとおり、指定管理制度を導入することも

検討していただく、これも財源確保の１つでありますし、最近ではネーミングライツといいま

すか、施設命名権などでしっかりと負担軽減していくという方法もございます。もちろんいろ

んな方法があるとは思うんですけれども、一概に料金を高くするということが財源確保に繋が

るんだ、一番の近道なんだという考えは、これは僕はあってはならないというふうに思います

ので、そのあたりの財源が厳しいという現状を受け止めていただきながらも、町民の方々に負

担がかからないような方法を見つけていただきたいというのが私の思いでございます。 

 それで、教育長おっしゃっていただいた子どもたち、減免制度をとってやっているというお

話なんですけど、すみません、これちょっと質問なんですけれども、現在陸上競技場の芝グラ

ウンドというのは、利用方法としては、主に大会、試合がメインの利用であって、練習ではほ

ぼ使えないというような規約であったりとか決まりがあるというふうに聞いておりますけれど

も、この２６回というお話は、これは全部試合なんでしょうか、それとも練習から、ふだんの

日常から使えている回数のことなんでしょうか教えてください。 

○議長（鷲田 昭男君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えさせていただきます。 

 全て○○大会というサッカーの大会とか、一緒にそこで遊んだりするというような形のもの

であります。 

○議長（鷲田 昭男君）   石垣智矢議員。 

○４番（石垣 智矢君）   本当にその大会だけということが果たして利用方法としてふさ

わしいのかどうかというのも私は投げかけさせていただきたいというふうに思っております。

私が中学校のときは、野球部に所属しておりましたけれども、夏休みのクラブ活動は中央球場

で練習させていただいておりました。そのような形で中央球場というのは非常に僕自身も、今

でも使わさせていただきますし、公共施設の中でもやはり一番近い場所に位置するといいます

か、自分がいつでも利用しやすい環境にさせていただいたのは、あのときに頻繁に使わさせて

いただいたということが中学校にありましたので、何とかそういう形で子どもたちも練習から、

また夏休みの期間なんかも開放していただいたら、子どもたちが大きくなったときに、やっぱ

りその陸上競技場に愛着心を持ったり、東員町に対して本当に好きになってくれる要因の１つ

になるんじゃないのかなというふうに思うんですけれども、夏休みの平日に子どもたちに開放

してあげたらいいのかなというふうに思っておりますけど、そのあたり教育長どうでしょうか。 

○議長（鷲田 昭男君）   岡野譲治教育長。 



○教育長（岡野 譲治君）   議員の本当に子どもたちにいろんなところで使わさせてやり

たいというお気持ちは本当によくわかりました。ありがとうございます。子どもたちの利用促

進というので１つの考えであるなと思っております。夏休み期間中、大体１２日ぐらいは試合

があるんです。毎日というほど個人の練習がトラックであるもので、その期間をものすごく長

くしてというのは無理ですけれども、本当にそれこそ感謝デーみたいな形で、陸上競技場を親

子で芝のところで遊んでもらったりとか、一緒に何かフィールドというかグラウンドなんかを

使ってもらうというのは、ある面で楽しんでもらえるのであれば、前向きに検討していきたい

なと今思っております。以上です。 

○議長（鷲田 昭男君）   石垣智矢議員。 

○４番（石垣 智矢君）   ありがとうございます。公認が外れる、外れないという議論で

陸上競技場というのは非常に注目されておりましたけれども、本当に今利用されている方々が

この陸上競技場というものが料金に関しても利用方法に関しても、しっかりと適切に利用して

いただいておるのかということをやはりまず向き合っていただく必要があるのかなというふう

に思っております。本当に公認をどうするかという話で持ち切りになっておった１年だったと

思いますので、今の現状、料金を含め利用方法含めてそうですけれども、現状をしっかりと把

握していただきたい。そして変えなきゃいけないところはすぐにでも、一日でも早く変える必

要があると思ってますので、そのあたりはしっかりと向き合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。 

 最後に町長、ぜひともお話を伺いたいと思いますけども、僕は公共施設に対しては、それこ

そいろんなスポーツがあります。体育施設でも野球、柔道もあります。バスケット、バレー、

サッカー、陸上、いろいろありますけれども、東員町は本当に体育施設は優遇されてるし、も

のすごく設備整っていると思うんですね。ただ、それぞれの施設で、やはり僕は平等性という

ことが大事だと思うんです。野球をやる子でもサッカーをやる子でも、陸上をする子たちであ

っても一律に、サッカーをする子たちだけが異様に料金が高いとか、野球をやる施設だけが異

様に安いとかいう話じゃいけないと思うんです。今回いろんな市町の料金を参考にさせていた

だきましたけれども、本当に陸上競技場の芝グラウンドに関してはものすごい高い。２倍、３

倍、４倍ほどの料金設定、それぐらいの差が出てます。そうするとサッカーをするという子た

ちだけが料金を多く支払わなければならない。公共施設の中では絶対に平等性というのは保た

なければいけないんじゃないかなというふうに思うんですけど、そのあたり町長どうでしょう

か。 

○議長（鷲田 昭男君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   私も昔サッカーやってまして、芝でやるということはまずなか

ったですね。実は私一番最初に県の職員になった。そのときに、県職でサッカー部がありまし

て、伊勢の陸上競技場で試合をしたときに、初めて芝生のグラウンドでやったんですね。こん

な気持ちいいことはなかったんですけど、最近は芝のグラウンドも増えてきて、いろいろ子ど

もたちも芝に慣れてきたということがあります。ただ、いなべ市なんかでも練習は土のグラウ



ンドでやって、試合になると芝のグラウンドでやっていると、ほぼそういうのが通常でやって

ます。ですから、私はこれから陸上競技場の公認が外れたことも含めて、めり張りをつけてい

くべきかなと。要するに町民の皆さんに開放をできるだけしていくということは考えていかん

ならんなというふうに思いますが、一方で維持管理費というのをできるだけ抑えていくという

方向へ持っていくということ、これも大切だというふうに思ってます。ですから、今教育長が

言いましたように、開放することもしていくべきだというふうに思います。片一方で、料金が

しっかりと取れるような大会、そういうものを誘致していくということも非常に大切だと。そ

こでしっかり収入を取って、町民の皆様には限られた時間、限られた日、そういうものあるか

もわかりませんけど、できるだけ開放していく、そんな方向を探っていかんならんかなという

ふうに思って、これから教育委員会との協議でございますけれども、そんな方向性も見出しな

がら、確かに野球をやる子とサッカーをやる子の料金が違うというのもおかしな話なんですが、

町内の子どもたちがサッカーをやるときには、芝生のグラウンドは、先ほども教育長が答弁さ

せていただいたように、減免ということで無料で走り回っていただいていますので、そんなこ

とをこれからも続けていかんならんかなというふうに思ってます。 

○議長（鷲田 昭男君）   石垣智矢議員。 

○４番（石垣 智矢君）   公認が外れたことに伴って町民の方にしっかりと開放していく、

そういう方向性を考えていきたいと。また維持管理費は抑えていく必要があるのでいろんな方

法を考えていきたいという、そういうお話であったと思いますけれども、やはり現状、ものす

ごく、ものすごく料金が高いです。本当に、この後町長室に資料も全部持っていかさせていた

だこうかなと思うぐらいに、本当に比較にならないぐらい本当に高いんですね。これは野球場

であれば、また他の柔道場であっても、私はお話させてもらってます。やはり皆さんだれもが

使いやすい方法を考えていただくべきですし、ましてや陸上競技場というのは、町民からする

と非常に敷居が高いというイメージがあります。そのあたりをこれからしっかりと払拭してい

ただいて、だれもが使える施設なんだよという形で何とか陸上競技場の利用、そして芝グラウ

ンドの利用方法をもう一度考え直していただければなというふうに思っております。 

 最後になりますけれども、やはり今後東員町がいろいろ財源の厳しい問題なども抱えており

ますけれども、私は再度、公共施設のあり方について見直していく必要があるのではないかな

というふうに考えております。一般質問では何度も公共施設のあり方について投げかけさせて

いただきましたが、私はただ安くしてほしい、格安の値段にしてほしいと言うてるわけではご

ざいません。適切な料金設定、そして適切な利用方法を考えていただく必要があると訴えかけ

させてもらっております。 

 指定管理制度にしろネーミングライツにしろ様々な財政困難な時代に立ち向かっていく方法

はありますので、いろいろと試行錯誤していただいて、よりよい方向に導いていただくことを

お願い申し上げて私からの一般質問とさせていただきます。本日はありがとうございました。 


