
○議長（島田 正彦君）   順番に発言を許します。４番、石垣智矢議員。 

○４番（石垣 智矢君）   石垣智矢です。一般質問させていただきます。まず初めに先日

非常に大きな台風２１号が日本列島を横断し、この地域も含め様々な被害をもたらしました。

その台風が過ぎ去った翌日、北海道では震度７の大変大きな地震があり、改めて自然災害の怖

さを思い知らされました。被害に遭われた皆様方にはお見舞い申し上げるとともに、いち早い

復興をお願い申し上げます。 

 それでは私の一般質問に入らせていただきたいと思います。本日は１点目に東員第一中学校

の移転も含めた建て替えについて。２点目はネーミングライツ、施設命名権について、この２

点をご質問させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 １点目の東員第一中学校の移転も含めた建て替えについてでありますが、東員第一中学校は

昭和３７年４月から今の位置に開設され、現在築５６年が経過しています。５年ほど前から建

て替えの協議が本格的に進められてきたと思いますが、東員駅周辺の開発事業に伴い、本町の

中心地である東員駅前へ中学校を移転するという計画が進んでまいりました。しかしこの６月

に東員駅周辺の開発事業は民間事業者と折り合いがつかなかったことを理由に断念するという

判断が下されました。第一中学校の駅前移転は継続的に協議はしていくと議会の全員協議会、

そして町政懇談会や地域説明会でも町長からご説明がありましたが、どのように進めていくの

か、そして本当に実現できるものなのかどうか、不明な部分が多々ございます。 

 そこで通告書どおりに質問させていただきたいと思います。東員第一中学校の校舎は建設さ

れて５０年以上が経過しているところもあり、移転も含めた建て替えを早急に行う必要がある

と考えます。つい先日移転候補地である東員駅周辺の市街地形成事業を断念すると報告があり

ました。今後どのような方針のもと、移転も含めた中学校の建て替えを進めていくのかお伺い

したいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   石垣議員のご質問にお答えいたします。東員第一中学校につき

ましては、建築後５０年を経過いたしておりまして、校舎も老朽化していることや位置的にも

偏在していることから、駅前開発に合わせて役場の周辺エリアに移転し町の既存施設を共用し

た整備ができればということを考えてまいりました。駅前開発は断念いたしましたが、東員第

一中学校だけでも移転できないものかと、そういう多くの皆様のお声もあり、役場周辺に建設

できるよう三重県の都市計画部・農林部局との協議を進めるようにしております。ただこれに

つきましては非常に厳しい条件があります。ひょっとすると今まで進めてきた駅前開発以上の

厳しい条件、難関があるかというふうに思っておりますけれども、やはりたくさんの町民の皆

様の声があり、また子どもたちの安全・安心した登下校なんかを考えたときには、やはり中心

部へ持ってくるということは非常に望ましいことではないかというふうに思ってますので、厳

しい環境ではありますがチャレンジしていきたいというふうに考えております。建設場所や建

設時期、あるいは費用面だけではなく、町の全体のまちづくりとして十分な協議も行う必要が

あります。新しい学校をどんな学校にしていくのかということもあります。これについては教



育委員会を中心に早急に検討を行うように指示を行っているところでございます。そういった

部分の詳細につきましては教育長からご答弁申し上げます。 

○議長（島田 正彦君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   私からは東員第一中学校の移転も含めた建て替えについてお

答えいたします。山本議員の答弁と重複する点もございますがご了承願いたいと思います。東

員第一中学校を役場周辺に移転することに関しては、その移転場所が市街化調整区域であるこ

とや農業振興地域であることから非常に難しいと考えておりました。しかし駅前開発に関連し

て東員第一中学校の移転が考えられたことは全町的な移転事業が始まったことであり、教育委

員会としては大変ありがたいことでありました。今駅前開発事業が断念されましたが、東員第

一中学校の移転を望む声は多くお聞きしているところであります。移転事業には多くの課題が

あることは再認識しておりますが、文化センター、体育館、武道場や周辺駐車場などの公共施

設と共用できることなどから役場周辺に移転することは東員町の教育の中心として位置付ける

意味でも最適であると考えております。 

 東員第一中学校は昭和３７年に建築された校舎を初め、建築後およそ５０年を経過し校舎も

老朽化しているため建て替えは急務であり、移転につきましてはその位置も含め、人口推計な

どを見極めた上で将来の町全体の学校施設のあり方について検討する必要があると考えており

ます。現在東員町学校施設整備計画検討委員会では町内小中学校の基本構想及び庁舎周辺の公

共施設を共用した東員第一中学校の移転事業について検討を行っており、関係機関及び庁内関

係部署と連携し、教育委員会の方針をお示しさせていただきたいと考えております。東員第一

中学校につきましては、今年度外壁などの改修工事を行いましたが、生徒の安全や学習環境を

損なわないよう維持・修繕を図りつつ、移転事業に取り組んでまいりたいと考えておりますの

で、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（島田 正彦君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   お２人から答弁をいただきました。町長の答弁には駅前開発よ

りも非常に厳しい条件があるんだと、それでも本町としてはしっかりと調整していきたいとい

う熱意あふれるご答弁であったのかなというふうに思います。ぜひとも難しいというところに

挑戦していただく、そこに関しては徹底的にやっていただきたい、挑んでいただきたいという

ふうに思うのですが、私たち議員、そして議会、町民、一番知りたいことというのは、今どう

いう議論がなされているのか、そしてどういう団体やどういうグループの中で、どういう意見

が交わされているのか、その本質がなかなか見えてこない。議会にもいつ、どこで、どのよう

な会議がされているのかというのが全然我々にも示されていないというところに私は少し疑問

を感じております。町民の方々がこの一中の移転問題どうなるんだろうか、一体何ができるん

だろうかと疑問に思うことに対して、我々もなかなか返事をしかねるところなんです。先ほど

教育長の答弁の中に、東員町学校施設整備計画検討委員会でいろいろな協議をしているという

お話がありましたけれども、これは４月に開催されたとホームページの方に載っておりました

が、その内容、どのような話がこの検討委員会でなされたのか、少しこの場所でお話を伺いた



いと思います。お願いします。 

○議長（島田 正彦君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   数回会議を開いておるんですけれども、基本的には東員町の

中学校をどうするかというのと、それから移転をどうするかというようなことを中心に協議を

始めております。第１回目のときは、駅前開発の中にどうのっていくかという話でありました。

ところが企業が抜けていったということですので、第２回がこの間の夏もあったんですけども、

校舎の模型みたいなのがあるんですけども、その校舎をどう具体的に進めていくかというよう

なことの話をしております。今後より具体的に、どういう学校でどうするかと同時に、どうい

う場面でどういう場所のところをどうしていった方が一番いいのかというような協議、方針を

作っていきたいなと思っております。メンバーは、昨日もお話させていただきましたけども、

オール東員という形で、教育委員会だけではなくて進めておりますし、事務局の方に今まちづ

くりのプロジェクトの人も入っていただいて、事務方として頑張っていただくというような方

向で今協議を進めております。以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   この東員町学校施設整備計画検討委員会の方で２回この４月と

夏にと言われましたけど、２回委員会を開催しておるということでありましたけれども、その

ような形で進めていただいておるということがなかなか見えてきてないというのが我々として

は非常に残念でありまして、私もいつもホームページで議事録を楽しみにしておりますので、

そのあたりは議会の方にもこれだけ大きな事業ですので、議会の方にもお示していただくべき

だというふうに思います。東員町の総合教育会議などでも、もちろんこの中学校の移転問題と

いうのはお話されておりますけれども、こちらの方がメーンで進められておるということであ

れば、こちらが開催される日時であるとか、開催された内容というのを逐一議会の方に報告し

ていただける、今ここでお示ししていただけませんでしょうか。お願いします。 

○議長（島田 正彦君）   岩田教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（岩田 浩一君）   石垣議員の検討の会議の内容でございます。第

１回目につきましては４月１９日に第１回の会議を開きまして、一中の全体的な移転事業計画

についての説明と、それからそれに対する今後の三重大学との共同研究というところで一緒に

調査していくということで委員さんにご説明はさせていただきました。第２回目につきまして

は７月２７日でしたが、これは実は三重大学の方で会議を開催させていただきました。なぜそ

こでさせていただいたかというと、三重大学も同じように学校の大きなプロジェクトというか、

改築構想がございまして、その中にもやっぱりいろいろ今後の教育施設に取り入れるべき建物、

施設等がありましたので、委員の方に実際にそういうものを見ていただいて、そういうものも

含めて検討したということです。その後、先ほど町長からも答弁させていただいたように、７

月、８月に県の県土整備部、それから農政部局等と協議をしておる、今後これから第３回目以

降の会議の準備に入ろうとしております。石垣議員もおっしゃるように、今後はこの会議の内

容等についてはできるだけ早い時期に議員さんにも中間報告という形でさせていただけたらと



いうふうに考えております。よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   この内容を詳細に説明していただいたと思うんですけど委員会

からこの中学校の移転問題に関してはしっかりと協議した内容であったりというものを報告い

ただきたいという話で教育委員会の方も、わかりました、報告させていただきますというやり

とりのもとで、今年にこういう駅前開発断念という話もありましたが、こういう形になってお

りますので、ぜひとも報告いただいていろいろなご意見を交わさせていただきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 そして次に再質問という形でお聞きしたいことがあるのですけれども、この東員第一中学校

は、先ほど答弁の中にもありましたが築５０年以上が経過している。部分的には５６年経過し

ている部分が現在ございますが、東員町公共施設等総合管理計画及び東員町公共施設カルテ、

この中に東員第一中学校の校舎の耐用年数、これは６０年というふうに記されております。も

ちろんこれは法定耐用年数ということで６０年という設定がこの東員町でもされておるわけで

ございますけれども、先ほど東員第一中学校の年数は築５６年が経過しているとお話をさせて

いただきました。時間でいくともう４年を切っております、この６０年という数字で比較をさ

せていただくと。本当にこの耐用年数を基にした建て替えというのができるのかどうか、教育

長にお答えしていただきたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えさせていただきます。例えば今年校舎の防水をちょっ

とクラックができたところでさせてもらったりとかいう、今の校舎をできる限り延ばすという

方法も１つやっております。そして私どもとしては町長の指示もございまして、早急にそうい

う計画を出し、その具体的な取り組みを進めていくということであります。以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   私、教育長に去年この公共施設等総合管理計画個別施設計画の

策定を早急にやっていただく必要があるのではないかという一般質問をさせていただきました。

そのときに教育長に耐用年数は本当に６０年でいいんですか、７０年、８０年の長寿命化計画

を立てた方がいいんじゃないですかという、立てた中で中学校の移転問題をしていかなきゃな

らないんじゃないですかという質問をさせていただいたときに、教育長の答弁は６０年を超え

るような、そのような計画はありませんと教育長はお話していただいておりました。先ほどの

教育長の答弁を聞くと耐用年数６０年を延ばす、そのような話も協議しているというお話でし

たけれども、そのあたりが何かこの１年の間に大きく話が変わっているのじゃないのかなとい

うふうに思います。もちろんこれ法定耐用年数ですので、個別施設計画をつくるときには目標

耐用年数、我々の自治体の中で決めることができますので、延ばすというご判断をされている

のであれば、どのような話で進められているのか詳しくお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えさせていただきます。基本的には私どもは６０年とい



うのをめどに校舎移転というのを考えております。ただ雨漏りとかが見付かった場合に、現実

に見つかっておりますので、一中に関しての部分改修は進めていくというスタンスをとってお

ります。私どもとしてはできる限りこの６０年というのを目指しながら進めていくということ

であります。以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   もちろんこれは総合計画ですので、６０年と定めてある以上こ

の数字に従って動いていただかなければいけないのは当然だと思うんです。そのときに私は聞

かせていただいたんです。去年の一般質問で、本当にこれ６０年で大丈夫なんですか、おおむ

ね６０年というおおむねというのは、それぞれの感覚は違いますので、それこそここにいる職

員さんや議会、そして一般の町民の方々もおおむねというという範囲というのは本当にばらば

らだと思うんですね。６０年という境目をしっかりと設定するのであれば、この６０年を超え

ることのないように、この一中の移転ないし建て替え問題というのは進めていただく必要があ

るのかなと。本当にこれができないのであれば、できない可能性が出てきているのであれば、

目標耐用年数をしっかりと、６５年なら６５年、７０年なら７０年、この中学校はまだ使える

んだ、その中で中学校の建て替えないし移転問題というのは進めていくのが本当の筋なのでは

ないかなというふうに感じております。私としてはぜひとも将来性を持った、計画を持った話

でこの一中の移転問題というのは進めていただきたいんです。ですのでいろんな形でもちょっ

とした動きがあればそのあたりもぜひとも報告していただきたいというふうに思っております。

岩田局長が何かお話をしたいというお顔でございますので、ぜひともそのあたりの答弁をよろ

しくお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   岩田教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（岩田 浩一君）   教育長が以前に６０年と、それは公共施設管理

計画というものの中で耐用年数６０年、あと４年等々と。駅前開発事業でという中では６０年

という目標の中で改築が可能というふうに考えておりました。ただこの管理計画の中でも長寿

命化を行うことによって公共の建築物は７０年までというふうなことも、この町の全体的な建

物の規定の中では持っております。この中学校につきまして、昭和３７年に建築されたものに

つきましても平成９年と１０年に耐震の改築工事も実際に行っております。この夏休みにも一

部クラック等の改修でありましたり窓ガラスの補修等も行ってまいりました。平成３２年の早

い時期までに長寿命化計画を作成するというふうに国の方も言っております。私どもも第一中

学校が今後移転することになっても最低限の長寿命化というか、それまでの維持管理をどのよ

うにしていくかという計画はきちっと持ちながら移転に向けた事業を進めていくということに

なると思いますので、よろしくご理解賜りたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   今の話を聞く限りは、個別施設計画を平成３２年度までに作る

ということなんですよね。でしたらその個別施設計画を長寿命化計画も図った上で、この計画

を先に作ってから、土台を作ってからこの一中の移転ないし建て替え問題というのを考える方



がうまく進むということなんじゃないですか。 

○議長（島田 正彦君）   岩田教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（岩田 浩一君）   先ほど教育長からも答弁させてもらったように、

この移転に伴う計画と併せまして、東員町内の小中学校の基本的な構想も含めて、それから各

学校の個別計画を作るということで、併せて事業を進めていかないと、それが終わってから一

中の計画をということになると、やはり建物の老朽化から考えますと時期が間に合わないとい

うふうに考えておりますので、並行して業務を進めておると、よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   この個別施設計画と並行して一中の移転ないし建て替え問題と

いうのを進めていくということでしたけれども、もちろんこれは関係する執行部の方々は並行

してというお話はすごくわかるかもわかりませんが、正直この東員第一中学校の建て替えの事

業計画書というものがもちろん今出てきておりませんよね。並行するという形で言われまして

も、そちらの方が進んでいるのかどうかすらも我々は今見えていないんです。ですのでその個

別施設計画とともに早急にこの中学校の建て替え問題をやっていくというのであれば、事業計

画書、第一中学校の移転も含めた事業計画書を早急に出していただく、示していただく必要が

あると思うんですけれども、事業計画書の方はいつ出していただけますか。 

○議長（島田 正彦君）   岩田教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（岩田 浩一君）   一中だけということではなく、町内の小中学校

のあり方と言いますか、全て含めまして年度内、平成３０年度中には基本的な案を提示させて

いただければというふうに考えております。よろしくお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   年度内に事業計画書をいただけるということでよろしいんでし

ょうか。言うたらあと半年で全ての学校が建つまでの事業計画書ですよ。これが年度内に立つ

という解釈でよろしいんでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   事業計画書というものがどういうものかちょっと認識の違い

があるかわかりませんけれども、私どもが考えているのは、先ほど答弁させてもらった基本計

画、基本方針、そういう形です。私どもは今の段階でとにかく移転を目指した方向性でいろん

なことを考えております。中学校の移転。そういうようなことは方針として出したいと思いま

すし、事業計画じゃなくて方針ですね。そしてなおかつ今後の東員町の小中学校、人口動向も

見ながらどうしていくかというような方針も考えながら今協議をしているというところであり

ます。以上です。 

○議長（島田 正彦君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   わかりました。教育委員会としての基本方針という形だと捉え

たので、これは質問者を変えるべきなのかなという思いがいたしました。町長、この一中の移

転も含めた建て替えの事業ですよね。町としての事業、この事業の計画書、言うたら平成３５



年というとあれですけれども、町政懇談会などでは、平成３５年は今のところありませんけれ

ども、平成３５年までには子どもたちが勉強できるような新校舎を建てるというような話を町

政懇談会でも説明されておりました。ということは、さかのぼっていくと平成３４年には学校

は完成しているとか、平成３３年には着工する。それまでにこの検討委員会で様々な内容の診

断をこのときまでにするというような１０年ぐらいある計画プランというものを、私はこれが

早急に出てくるべきだと、これが出た上で教育委員会ないしそれぞれの部局で様々なプランに

基づいて進めていくというのが本来の町の事業計画の進め方じゃないのかなと思うんですけど

も、この事業計画、いつ出していただけるでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   ちょっとその事業計画というのがよくわからないんですけど、

まず３５年と申し上げたのは、駅前開発がうまくいった場合、早ければ３５年開校を目指した

東員第一中学校の移転というのを我々は目指していたという話をさせていただいておりました。

ただ駅前がなくなったということで、今この話は宙に浮いております。ですから一中につきま

しては、今のところへ建て替えれば早いんですが、そうではなくてやはり真ん中、中心部へ移

転してほしいという町民の皆様の多くの声をいただいておりますので、それに先ほど答弁申し

上げましたようにチャレンジをしていくということでございます。ただこれにつきましても、

正直先ほど言いましたように非常に大きな壁があります。ですからこれの見極めを、必ず移転

できるという見極めを一、二年ぐらいの間にしていかなければ校舎がもたないんじゃないかな

という思いがありますので、それを見極めた上でやっていくと。ただ教育長が申し上げました

ように、局長も申し上げましたように並行してやっていかないと本当に時間が限られてますの

で、要するに一中の校舎の寿命という時間、これが限られてますので、やはり並行してやって

いくべきだろうというふうに思っております。 

○議長（島田 正彦君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   町長のお話も先ほど移転するのかしないのかという見極めも１

年もしくは２年の間にというお話でございましたし、駅前開発ができる話であったら平成３５

年度を目標にというようなお話で非常に全ての数字が曖昧なんですよね。事業計画書をしっか

りと多分民間事業者やったらどこも何をするにしても必ず作っておるものだと思いますけれど

も、このときまでに、この事業の中の３割を進めるとか、こういうものを進めるという、必ず

事業計画書に基づいて皆さん職員の方々を含め動かれるはずなんです。これ移転の見極めも一、

二年の間にと、全てが曖昧ですよね。議論の中でも平成３５年度をめどに、最短で３５年です

という議論もされておりました。そのあたりは教育委員会の中でも最短で３５年です。そのか

わりゴールはいつになるかわかりませんというような話ばかりなんですね。私はしっかりとプ

ランを作って、事業計画書、実現可能性があるのかどうか、採算性があるのか、安全性がある

のか、将来性があるのか、そして進め方はどういうふうにして進めていくのかという基本的な

事業計画書を早急に作った上で、皆さんにはこの一中の移転ないし建て替えの問題を進めてい

ただきたいなというふうに思っております。ぜひともこの事業計画書を早急に進めていただい



て、進捗があれば我々議会の方にもお示しいただきたい、そのように思っております。これだ

けなぜ事業計画書を出して、計画どおりに進めていただきたいかというと、耐用年数６０年に

差し迫っているというのは一中だけじゃないんですよ。この後、稲部小学校、今築４８年です。

神田小学校築４４年なんです。中学校の移転問題が解決して一安心というわけにはいかないん

ですね。その後すぐに小学校の建て替えが順に６校回ってきます。この中学校の建て替えが遅

れてしまえば全てが遅れてしまう、費用もかかってしまう。そういうふうな形になりかねませ

んので、しっかりとした計画書を作っていただいて、計画どおりにこの中学校の移転も含めた

建て替えを進めていただきたいと思います。このあたりはこれから担当課の方ともいろいろと

お話を、私も議論を交わさせていただきたいと思いますので、これからもいろいろと意見交換

させていただきたいと思います。ぜひとも前向きに進めていただきますようよろしくお願いい

たします。これで１つ目の質問を終わらせていただきます。 

 次に２つ目の質問に入らせていただきたいと思います。２つ目の質問はネーミングライツ、

施設命名権についてという議題でございます。本町は小さな町でありながら大きなスポーツ施

設、文化施設が多数存在しております。中部公園、大きな公園を初め６，０００人収容の陸上

競技場、文化センター、プール、３つの野球場などなど、町外そして県外からも人が集まるほ

どの施設を有しています。しかしこれだけの立派な施設を抱えているということは、その反面、

施設の莫大な維持管理費用を支払い続けなければならないというのも事実であります。そもそ

もネーミングライツとはスポーツ施設や文化施設の名称にスポンサー企業の社名や商品名を付

与する権利のことを言い、２００３年ごろから全国の地方自治体ではこの制度が導入されてお

ります。そこで、本町の財政状況が厳しくなる中、公共施設の維持管理経費確保の新たな手段

としてネーミングライツ制度の導入を検討してはどうか答弁をお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   齋藤総務部長。 

○総務部長（齋藤 博重君）   私の方からネーミングライツについてのご質問にお答えい

たします。ネーミングライツは一般的には施設命名権と訳されまして、公共施設では主にスポ

ーツ施設などの命名権を販売し、命名権を取得した企業はマスコミなどのメディアに取り上げ

られることで宣伝効果が得られる、そういったことから自治体には広告収入が得られるという

ような制度でございます。本町におきましても、公共施設のあり方を検討する中で、平成１９

年当時に近隣の大手企業にお伺いしまして、施設の利用の推進と施設命名権についてお話をさ

せていただきましたが、その当時の反応は企業にとりまして集客数などから広告宣伝効果があ

まり期待できないとのことで話が進まなかったのが実情でございます。これをきっかけにしま

して、本町では歳入増を図るための取り組みとして広報紙、町民カレンダー、ホームページな

どの媒体に広告収入を確保する取り組みを始めました。少しでも広告収入を得られるようにと、

本年度は新たにオレンジバスに車両用マグネットシートを張って車体広告を掲載できるように

準備を進めております。これら広告収入の確保の観点から、ネーミングライツにつきましても

再度町内外の企業にどのような方法なら可能性があるのかなど、ご意見を伺いながら研究を重

ね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よろしくお願い申し上げます。 



○議長（島田 正彦君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   答弁をいただきました。答弁の中に平成１９年にこの施設命名

権の話を町内の企業さんにお話をしていろいろと相談させていただいたということでありまし

たが、今違う広報紙などの方で広告収入を得ておる、オレンジバスなどで収入を得ておるとい

うような広告収入の話もしていただきましたけれども、このネーミングライツについて、もち

ろん平成１６年には大きな公園、中部公園もでき上がりまして状況というのは刻々と東員町の

中の施設のネーミングバリューというのも変わってきていると思うんですね。そのあたりがこ

の平成１９年以降に庁舎内でこのネーミングライツ、施設命名権の話があったのかどうか。そ

してもしあったのであればどういう内容のお話が１９年以降に話がされたのかということをお

伺いしたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   齋藤総務部長。 

○総務部長（齋藤 博重君）   少し誤解されるといけませんので、平成１９年当時、実は

東員町内だけではなくて近隣と申し上げたのは、桑名・いなべ市の大手企業を訪問させていた

だいております。その当時は特に全国大会に出られるような陸上競技とか駅伝とかそういった

大会に出られる強豪チームが近隣にございますので、特に陸上競技場を中心に利用をお願いし、

それと併せてネーミングライツということでございました。 

 次にそれ以降でございますが、やはりこのときトップセールスいただいたんですが、残念な

がらどうして東員町の施設を使わないといけないのか、そういったことまで言われるところも

あって全然土俵にも上がれないというのが現実だったということをその当時の担当者から聞か

せていただきました。といいますのは、やはり収容施設の人数でございます。議員がおっしゃ

った多分日産スタジアムとか何万人というような施設はやはり応募に殺到されるようですが、

東員町の陸上競技場、多くて５，０００、あとひばりホールが７００とか、そういったもので

はなくやはり何千人、何万人というところに企業さんはメリットを見出されると、そういった

ことから考えますと、その当時から、２３年当時もこの関係のご質問をいただいておりますが、

地道に活動を続けていく必要があると、現町長にも当時答弁をいただいてます。現在は東員町

内にも実は歩道橋に三重県がネーミングライツとして対象としてまして、神田小学校の北にあ

る歩道橋、東洋さんの道を隔てた歩道橋、こういったものがネーミングライツの三重県の対象

としております。いろいろ今変わってきております。道路までとかという段階まで来てますの

で、これについてはいろいろ方向として考えられると思います。ですので今後研究を重ねて進

めたいというところでございます。以上です。 

○議長（島田 正彦君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   もちろんそのメリットを感じなければ相手の企業さんがあるこ

とですので、これはこちらの都合ばかりではいかないというのはわかります。ただやはりしっ

かりと協議して、どの施設がその対象になり得るのか、そしてこの対象の施設であれば、例え

ばその設定金額をどのぐらいにするのが相場であるのかとか、相手企業さんにのっていただけ

るのかというのは、こちら側が考えてお示しする場所だと思いますので、相手側の方々に食い



付いていただけるような手法というか、方法というのも僕は考えていただくべきなのかなとい

うふうに思います。全国的にも本当にたくさん、先ほどおっしゃったように、歩道橋やら道路、

そして標識までもがネーミングライツを使っております。もちろん設定された金額であったり、

契約年数もそれぞればらばらなんです。そのあたりの設定というのは自治体と企業で決める話

でございますので、隣の桑名市さんなんかはさらに去年新たにネーミングライツを使ってどん

どん施設の維持管理経費の確保というのをされております。ぜひともそのあたり庁舎内でいろ

いろとご検討いただいて、しっかりと協議した上で、これを使うのか使わないのかというとこ

ろのご決断をしていただきたい、そのように思っております。よろしくお願いします。 

 私がこのネーミングライツのご提案をさせていただいたのは、このネーミングライツ制度と

いうのは２００７年、２００８年ぐらいが一番のピークでございました。ですので導入した市

町からするともう１０年経っておりますので今この制度を更新するかどうかというぐらいの時

期に来ております。なので今からこのネーミングライツ制度を本町で導入するというのは非常

に他の市町に比べると遅いと言われるような制度であると思います。逆に言えば本町は今まで

財政豊かという部分もあって、このあたりの手法に手を付けてこなかった。ただ財源が厳しい、

これから非常に苦しい時代になってくるという中で、今まで本町の財源確保のやり方は事業を

廃止するであったりとか削減する、そのような方法で財源を確保してきたと思いますけれども、

これからはこのネーミングライツのような新しく収入を増やす。新たな収入源の確保という分

野にも今後本町もシフトしていかなければならないのかなというふうに思っております。この

ような財源確保の考え方をぜひとも本町でも検討していただきたいと思いますけれども、どう

かご答弁いただきたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   齋藤総務部長。 

○総務部長（齋藤 博重君）   ご指摘のとおりでございまして、昨日も答弁させていただ

きましたクラウドファンディング、これもやはり新たな手法として資金調達に非常に有効だろ

うという理解をしております。またネーミングライツ、やはり大都市ほど大きな金額の設定は

難しいかもわかりませんけれど、やはり相応の金額を設定した上でこれも可能性は十分ある、

そんな認識をしております。以上です。 

○議長（島田 正彦君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   今の東員町の数ある公共施設も我々が住んでいると何ほども価

値観というのはちょっとわかりづらいようなところもありますが、町外、県外の人たちからす

ると、それこそ東員町といえばあの施設を使ったことがあるよとか、それこそ陸上競技場なん

かは県外から競技をしに来てくれる陸上の子たちもおりますし、中部公園なんかは子育てをす

る子たち、僕の友達が伊勢におるんですけども、伊勢から中部公園に来た。何なん石垣君はあ

の公園の近くやったん、全然知らんだわというぐらいに公園を先に知ってくれとるというよう

な、それぐらいに価値のある公共施設までなってきている部分もあると思うんですね。そのあ

たりをしっかりと現状を把握していただくということもそうですし、これから将来を見据えた

このネーミングライツというような新たな手法というのも考えていただきながら、財源確保に



努めていただきたい、そのように思っておりますのでぜひとも検討をよろしくお願いいたしま

す。 

 本日は２点について質問させていただきましたけれども、私がいつも一般質問でお話をさせ

ていただくのは、やはり将来を見据えた事業展開、将来に繋がる事業というものをぜひとも進

めていただきたい、そのように思っております。中学校の移転問題に関しましても、５０年先、

１００年先の子どもたちがこの町に生まれてよかった、この町で育ってよかったと、そういう

ふうに５０年先の子どもたちも言っていただけるような、そんなまちづくりというものを進め

ていただきたいと思います。教育長の答弁の中にもオール東員という言葉がございましたけれ

ども、オール東員になるためには議会そして町民の方々も一緒の意思疎通をもって、同じ考え

を共有して初めてオール東員だと思いますので、我々議会ないし町民の方々にもしっかりと

「報・連・相」ですね、報告・連絡・相談というものを密にこれからやっていただきまして、

今日の私の２点の問題について取り組んでいただきたいなというふうに思います。これから前

向きにぜひとも進んでいただくことをお願いさせていただいて私の一般質問を終わらせていた

だきます。ありがとうございました。 


