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○１０番（鷲田 昭男君）   おはようございます。 

 それでは今回私は２点について質問をさせていただきます。１点目、町民プールに

ついて。２点目、町財政についてをお伺いいたしたいと思います。 

 １点目の中で、町民プールについて、そのうちの一つ目として、町民プールの現状

について。それから２つ目、町民プールの今後について。３つ目、子どもたちの教育、

特に外で体を動かすことは大切と考えます。体育施設で採算性を優先する考えを伺い

ます。よろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   教育委員会、岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   町民プールについてのご質問にお答えいたします。 

 まず１点目の町民プールの現状についてですが、町民プールは昭和６１年に完成後、

３３年が経過し、これまで施設を維持管理するために計画的に費用をかけて修繕等を

行ってまいりました。しかし、本年９月４日から５日にかけ、本町を襲った集中豪雨

により、プール控室が水没し、ポンプ、電気系統が壊滅状態に陥りました。さらに流

水プールの水位が異常に低下いたしました。完成後３３年が経過し、長年の劣化も加

わり、プールの安全性を長期にわたり確保するためにはプール本体の更新、取り替え

が必要になってまいりました。今後の町財政を考慮した結果、来年のプールの営業は

行わない苦渋の決断をいたしました。 

 次に２点目の、町民プールの今後についてお答えいたします。来年度、町民プール

の営業を行わないことの決定はいたしましたが、教育委員会といたしましては、今後

のプールのあり方について検討していきたいと考えております。 

 最後に３点目の体育施設で採算性を優先する考えについてお答えいたします。体育

施設は体育及びレクリエーションの振興を図り、健康で文化的な町民生活の向上に寄

与することを目的としたものであり、採算性を優先するものではありません。体育施

設については、施設の大半が建設後３０年経過しており、今後急速に進む施設の老朽

化への対応において、町全体の大きな負担になることが課題となっており、受益者負

担の考えから、応分の負担も考えていかなければならないとも思っております。今後

は、教育施設の有効利用を促進するとともに、中部公園や保健福祉センター、ふれあ

いセンター等の公共施設との共同利用を図り、施設の維持管理に努めてまいりたいと

考えておりますので、よろしくご理解賜りますようにお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   プールの今後についてということで、会議は我々の
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全員協議会の席で教育長から説明があって、すぐに翌日新聞に大きくプールの廃止と

いうことで掲載されました。この廃止の新聞の掲載以前に、説明会でこのような大き

な事柄を我々の議会に対しまして、私の議会の経験の中で、決定事項として我々議会

に報告があったのは初めてであります。まさに私に言わせれば、青天の霹靂でありま

す。非常にびっくりいたしましたところでございます。 

 今回、プールを廃止するに至りまして、我が議会に説明をするまでに、教育関係の

方々がどれぐらい調査をされて、どういう検討をされて、この決定に至ったのか。ま

た、今の答弁ですと、廃止ではなしに今後検討していくというご答弁ですので、私と

しては非常にありがたいんですが、議会と行政のあり方の中で、要するに、結果報告

だけでこのような大きな案件を示されるということに、私は納得いかないところであ

りますが、その点、教育長はどう思われますか。答弁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）   お答えをさせていただきます。何かを決定したり、

何かをするときに、私どもは、私どもの一つの考えとか理由とか判断を持たなければ

なりません。例えば、プールについて、プールがこういう状況になりましたと、どう

しますかということをいろんなところに提案をするのは、私は行政としての責任を放

棄しているのではないかと思います。私どもは、こういう状況になりました。前回の

あれですと、こういうことで来年度のプールの営業は中止させてくださいというよう

なことを説明させていただきました。それは私どもの責任で説明をさせていただいて

いますので、私は、私どもの責任を、行政としての責任をきちんと果たすということ

が大事の第一歩であると思っております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   ありがとうございます。今、教育長がおっしゃった

のは、私は、それはそれとして一理あります。しかしながら、議会と行政、町政も含

むんですが、双方が同じスタイルで前に進まないと、結果報告だけを議会に報告され

ることに私は納得がいかないということですので、今教育長が言われたように、経過

についてはそのとおりだと思います。しかしながら、このように大きなことを私ども

議会に対して説明されるのであれば、前もって、もっと順番に調査をされて、あるい

は町民の方の意見、あるいはプールの利用者の意見を聞いて、その上で廃止というふ

うな形に持っていかれるなら私は納得がいくんですが、ただ単に行政の判断だけでい

くということについては、私はなかなか納得ができないというところでございます。
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今回説明について、教育長の方が、実はこうこうこうで、結果的には廃止説明が議会

にあったということであれば、私は納得するんですが、その点だけもう一回答弁よろ

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）   私どもが全員協議会の場でお話をさせていただいた

のは３点ありまして、予算の不執行をお願いしました。それから次年度はちょっとプ

ールの営業ができないということ。それから担当課が塗装を予算で上げるといったと

ころを、それは撤回させてくださいというような話。そして先ほどお話させてもらい

ましたけども、次年度、もう一回これを検討させてくださいというようなことであり

ます。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   何度も嫌なことを聞くんですが、前回の全協の説明

会については教育長自体は議会に説明したことについて、何ら、誤りと言ったら申し

訳ないんですが、説明をすることについては当然であると思われるのか、あるいは少

し説明の中で先走ったのような形があったのか、それだけもう一遍お願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   先ほども申しましたように、行政としてある判断を

もって説明をさせていただくというのは、私は私の責任であると思います。ただ、説

明の方法とか、皆さんに本当にご理解をしていただくようなことをきちんとしたのか

どうかと言われますと、それはそうではないなと思います。というのは、全員協議会

の場で、皆さんから大変いろんなご意見をいただきました。厳しいご意見もいただき

ました。というのを認識しております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   ちょっと町長にお伺いしますが、今、私はえらい嫌

なことばかり教育長にお伺いしたんですが、その行政と議会のあり方として、やはり

もう少し緊密性というか、説明を十分した上での事業施行といいますか、前に進むと

いうことについて、どのように考えてみえるのかちょっと教えてください。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   我々がやっていくべきことがあります。行政として。

それについてある程度判断は我々が責任をもってやっていかなければいけないという
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ふうに思っています。しかし、予算も伴うことですので、当然、議会にお示しをして

その判断を仰ぐということは当然だというふうに思っています。 

 今のプールにつきましては、非常に緊急的なところもございまして、集中豪雨で壊

滅状態になった機械をともかく修繕しなければいけないと、我々もそういう報告を受

けたわけです。それはそうやな、それは直さなあかんわなみたいな話で、どれだけか

かるねんということで予算を付けた。後でよく調べてみたら、もうプールそのものに

ボコボコに穴が開いていて、もう使い物にならんみたいな話がまた後から出てきたわ

けですよね。段階的にどんどん、調べていけば調べていくほど状況が変わってくるの

で、ちょっと待ったということで、いろいろ精査をしてから、もう一回きちっと議会

へ報告をせなあかんわなというような話もしながら、我々も少しずつ調査で変わる段

階というものを経験しながら、議会の皆さんへは少しずつご迷惑をかけたような経緯

が、今回はあるなというふうに、これは我々としても反省をしておりますので、質問

につきましては、当然、判断は我々がしなければいけない。ただ予算も伴うことです

ので、議会の判断を仰ぐために説明をちゃんとしなければいけないということはある

というふうに思っています。 

○議長（三宅 耕三君）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   今、町長の方からるる説明をいただきました。今後

とも、議会と行政側とうまく兼ね合いながら前に進んでいっていただきたいというふ

うに思います。 

 それではプールの現状とか、あるいは今後について、ちょっと確認の意味も兼ねて

質問をさせていただきます。今、町長も申されましたが、廃止に至るまでに経緯とし

て、修繕すると非常に経費がかかる、その上に台風によって機械室等が悪くなったと

いうんですが、これがもし、それを修繕、あるいは改修をするとどれぐらいお金がか

かるのかちょっと教えてください。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   全部改修ということで、約４億円という見積もりを

とっております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   私が聞いた範囲というか、その中では、今教育長が

おっしゃったように、４億円というのは部分修繕をして、あるいはこの間の災害の部

分を直すと、こんなにたくさんはかからないというふうに聞いておるんですが、直す
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だけで４億円かかるということですかね。再度よろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   社会教育課、石川 清課長。 

○社会教育課長（石川  清君）   教育長が申しましたのは、プールを新たに取

り替える、更新する費用として４億円ということでありまして、改修するとなれば、

機械室の修繕費用とか塗装費用といったものを併せた費用が必要になるというような

意味合いであります。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   しつこいようで申しわけないですが、それでいくら

かかりますかね。 

○議長（三宅 耕三君）   石川課長。 

○社会教育課長（石川  清君）   機械室で約３，８００万円、塗装工事で約３，

０００万円でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   直すとなると７，０００万円弱ということになろう

かと思います。皆さんのお話の中で、７，０００万もかけて、今の財政の中でするこ

とが果たしていいのかどうかというのは十分議論されたと思います。しかし、このプ

ールについては、この議題が廃止ということが決定されてから、私はいろんな方にお

話も聞きました。大多数の方が、夏のプールは待ち望んどるという方が多くて、廃止

したほうがいいじゃないかと、要するに費用対効果を考えますと、当然高いものにつ

きます。しかし、町民の方としては、東員町のプールは非常にいいプールだから利用

したいという方が多いんです。これは私だけかもわかりませんが、その点について、

修繕はだめだというような形も含めて今後検討されると思うんですが、最初に答弁で

ありましたように、ひとつこの修繕というものも含めながら検討していただきたいと

いうふうに思います。 

 それから、今、まさに教育長さんが言われましたが、このプールを新しく新設いた

しますと約４億円かかるということは担当者の方にもお聞きいたしました。ただし、

修繕をしますと、恐らくまた３年ぐらいで悪くなってしまうだろうというふうなこと

も聞きました。７，０００万円を２年か３年で使うというのは、まさにこれは難しい

かなということで、新しくプールを建設した場合については、今教育長がおっしゃっ

たように、４億円かかります。４億円かかって２０年、３０年間安心して使えるので

あれば、私は新しくプールを建設するという方がいいんじゃないかなと。ただし、こ



6 

れは建設するというふうな今後の中で、検討された上でのことなんですが、私の思い

としては、今、子どもさんたちは、教育長もよくご存じだと思うんですが、外で遊ぶ

機会が、あるいは外で遊ぶことがなかなかできません。家の中で、よく事件が起こり

ますように、スマホをたくさんしながらゲームをしてみえる方が多いというふうに聞

いております。やっぱり子どもさんは外で遊んでいただいて、体を丈夫にする。これ

も私は教育の一環だと思っております。これが例え１年に４億円かかったとしても、

４億円を一度で払うということは、財政の方に聞いてもわかると思うんですが、４億

円を一度に払うという下手なことはやらないと私は思います。やっぱり長期的に返済

をしていくというふうな方向で建設できれば、私はそれが一番いいのかなと思います

が、検討の中で、そういう考えも一つあるのかなと思いますが、教育長の見解をよろ

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）   お答えをさせていただきます。本当に一つのご意見

だと思っております。今後、先ほども申しましたけども、何か方法がないかというこ

とを検討させていただき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）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   最初に答弁でありましたように、私としては、非常

に期待ができるご答弁ということで、検討するということでございますので、どうか、

この東員町の子どもさんたちのためにも、ぜひともプールの建設を切にお願いいたし

まして、第２番目の質問については終わりますが、最後に、教育長が先般の会議の席

で、体育施設であっても採算性を重んじられるような答弁に私は受け取りました。教

育長も当然ご存じだと思うんですが、文化施設というものは、例えば、ひばりホール

にしても決して儲かるものというのはないと思います。しかしながら、東員町民の、

俗に言われます、文化度を高めるためにも、やっぱり文化にはお金をかけないと東員

町の文化度は上がってきません。これは体育施設でも言えることであって、採算性が

とれないから今後は体育施設は悪くなったものについては廃止していきましょうとい

うことになってきますと、東員町のスポーツ施設は何もなくなってしまうんじゃない

かなという心配を私はいたします。答弁の中にはございましたが、今後も現状の体育

施設については、改修なり、あるいは今後使えるような形で行っていただくというふ

うに思いますが、この点について、一つ答弁をよろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野教育長。 
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○教育長（岡野 譲治君）   お答えを申し上げます。採算性というに対して、私

が発言したかというのはちょっと記憶にないんですけども、もちろん町の施設は公の

施設であります。その目的は設置条例がありまして、文化やスポーツの振興に寄与す

るということがありますので、多くの方が積極的に活動できるよう、そして文化振興、

体育振興に向けて、今後も努力してまいり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）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   この問題について最後の質問になりますが、先走っ

た質問になるかもわかりませんが、最初の答弁の中で、プールについては再度検討す

るということでございますが、町民の方の中から、私の耳に聞こえてくる中で、廃止

をした後の土地利用について耳に入ってくることがあります。答弁の中では検討され

るということでございますので、検討する中で決めていかれると思うんですが、今の

段階で、この跡地を何に考えるんですかということを、教育長が考えてみえたらお伺

いしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   全く考えておりません。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   教育長の方からは、力強く、跡地については考えて

おりませんということでございますので、これは議員の皆さんによく聞いてほしいん

ですが、今のところ、これは時世ですので変わってくるかもわかりませんが、今の段

階では跡地は全く考えておられないということでございますので、跡地じゃなしに、

建設に向けて私としては、ぜひともプールを再び利用できるような形のものを作って

いただきますことをお願いいたしまして、一つ目の問題を終わらせていただきます。 

 次に２点目、少子高齢化が進む中、町長は今後の５０年を見据えて物事を考えてい

く必要があると、いろんな会議でもおっしゃってみえます。私も、まさにこれは賛成

でございますが、もう一つ、５０年とは言わず、今後１０年先の町財政についてお伺

いします。近々の５年間ぐらいについては同僚議員の方からまた質問されるというこ

とでございますので、５年先から１０年先ぐらいの財政についてどのように考えてお

られるのかお伺いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   町財政につきましてお答え申し上げます。本町の財政
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状況は、平成３０年度決算で歳出規模が７６億３，０００万円余、そのうち投資的経

費は３億６，０００万円余、財政調整基金残高は１８億９，０００万円余という状況

にあります。財政指標といたしましては、町の財政上の健全度を示す指標である実質

公債費比率は２．６％、現在、県下で６番目に良好な数値となっております。 

 また将来的に財政を圧迫する可能性の度合いを示す将来負担比率につきましても、

マイナス７５．７％となっており、これは借入金の返済に充てることができる基金な

どの財源が負債額を上回っており、将来負担に対応できる状態にあります。財政状況

の推移を表す指標から見ましても、現在は健全な財政運営が図られているものと考え

ております。 

 ご質問の今後１０年の財政の見通しでございますが、まず歳入につきましては、そ

の根幹となる町税は、生産年齢人口の減少により、１０年間で３６億円から３３億円

程度に減収するものと見込んでおります。その反面、地方交付税は税収等の現象に反

比例する形で一定程度増加すると試算しており、これによりまして一般財源総額は現

状の規模程度で推移するものと予測いたしております。 

 一方、歳出につきましては、高齢化の進展等に伴い、社会保障関係経費が増加する

ものと予測いたしておりまして、こうしたことで財政の硬直化が進行するのではない

かと危惧しております。また投資的経費は、これまで６億円程度で推移しております

が、今後は老朽化した公共施設等の改修により、これを超えることは間違いないだろ

うという見込みを持っております。その他、基金残高の今後の見通しでございますが、

財政調整基金につきましては、災害等に備えて標準財政規模の２０％を確保すること

が望ましいとされておりますが、本町の必要額といたしましては、それは１１億円程

度になります。現状では、このままいきますと必要額を確保できなくなることが見込

まれております。また特定目的基金につきましては、投資的経費の増加により、例え

ば一中の整備等により、基金残高は大幅に減少するものと試算いたしております。こ

うしたことから、将来にわたる持続可能な財政運営のためには、財政健全化に向けた

取り組みが継続的に行われることが必要だろうというふうに思っておりますので、ど

うぞよろしくお願い申し上げたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   今後１０年間については、極端に財政力が落ちると

いうことはないだろうというご答弁でありました。当然、いろんな形で公共施設が悪

くなってきますので、それにかけるお金もだんだん要ると思いますので、今の状態が

続いていくと一番いいんだなというふうに思います。私が議員をさせていただいたと
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き、１０年ぐらい前ですが、そのときによく言われましたのは、１０年先ぐらいまで

は財政はある程度余裕を持った感じで進められるだろうということをよく言われてお

りましたので、僕は町民の方にも１０年ぐらいは東員町はいいだろうというふうなお

答えをさせてもらったことがあります。 

 今後、これから１０年先ということでございますが、基金も最近は取り崩すような

状態にも入っておりますが、できるだけ行政の方々も知恵を絞って、できるだけ多く

の基金ができるような形で送っていただきたいというふうに思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 いろいろな質問、失礼なこともあったと思いますがお許しいただきたいと思います。

前にも私が触れましたが、車が前に進むには両輪、すなわち議会と執行機関、町長さ

んも含みますが、これがうまくかみ合わないと前に進むことはできません。東員町と

して、今後、今すぐにでも大きな課題が残されております。どうか行政と議会がうま

くかみ合い、慎重審議しながら前に進んでいっていただきたいというふうに思ってお

ります。そこの中で、私の大好きなこの東員町の安心・安全なまち、さらには文化度

の高いまち、子どもたちが安心して教育が受けられるまち、働くために安心して住め

るまち、さらには高齢者の皆さんが安心して住めるまちづくりを目標に、全力を傾け

ていただきますことをお願いいたしまして質問といたします。 

 本当に長い間ありがとうございました。 

 


