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○６番（近藤 敏彦君）   今まで質問された３議員さん、淡々とちょっと進めて

いただきましたもので、私の順番がかなり早く回ってきました。一生懸命やらせてい

ただきますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 東員町の現状と将来についてお聞きしたいと思います。水谷町政が発足してから９

年が経ち、様々な課題に取り組まれてきましたが、そんな中で私が特に気になってい

る事柄についていくつかお聞きしたいと思います。また再質問では関連のある事柄に

も言及していきますので、ご了承願いたいと思います。 

 １番、住みやすいまちづくりという観点からの質問をします。町の将来を考える際

に、町民や外部からの意見を取り入れることはとても重要であると考えますが、一中

の移転に関して、三重大学からアドバイスを受けています。どのような経緯で三重大

を指定されたのか。また他の事業者は検討されたのかをお伺いいたします。 

 ２点目、２－１、町のＰＲという観点からの質問です。ここ最近では、東員町産大

豆を前面に打ち出して、町の農業の柱にしようとされていますが、喜び農業の事業で

は、道半ばのブルーベリーとブドウについての進捗を改めてお聞きしたいと思います。 

 ２－２、地元サッカーチームのヴィアティン三重が東員町の陸上競技場をホームグ

ラウンドとして、Ｊリーグへの参画を目指していきたいという申し出があり、東員町

も協力するという方向で動き出しました。町のバックアップ体制を強化して、ヴィア

ティンの名とともに、東員町の名を日本中に広めるための千載一遇の機会と考えます

が、陸上競技場の用途を含めた町の今後の方針をお聞きします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   東員町の現状と将来について、複数のご質問をいただ

きましたので、順次お答えを申し上げます。 

 まず第１点目の、本町と三重大学との連携についてお答えを申し上げます。三重大

学とは平成２９年１月に本町との連携協力に関する協定を締結いたしました。この協

定の目的は、地方創生の実践に関する各分野における諸課題に的確に対応するための

ものであり、具体的には、健康寿命に関する事項、少子高齢階に関する事項、地域産

業振興に関する事項など、９項目に及んでおりまして、その中で子育て及び教育に関

する事項についても定めております。この協定を受けまして、昨年度、同大学との共

同研究の契約を締結いたしまして、東員町学校施設整備基本構想を策定するとともに、

東員第一中学校の移転事業を検討してまいっております。同大学との連携が公の立場

という考え方から、他の事業者の検討はいたしておりません。 

 ２点目の町のＰＲについてのご質問にお答えいたします。まず大豆による６次産業



96 

化は農業を核としたまちづくりの第一段階として、活用に多様性のある大豆に着目し、

基幹産業である農業分野で新産業の創出、仕事創出を図ることを目的に、昨年度から

大豆の加工技術や販売実績を有する企業並びに町内の農業法人２社と町とが連携いた

しまして事業を開始したところでございます。本年度は新しい品種「ナナホマレ」の

実証栽培として、町内農業法人２社に神田地区と三和地区の転作田を活用していただ

き、１０ｈａに取り組んでいただきました。今後につきましては、「ナナホマレ」の

よさを活かした商品の開発に取り組むとともに、現在販売されている大豆製品との違

いを、町内はもとより、広域的にＰＲすることにより、需要拡大に繋げてまいりたい

と考えております。 

 大豆の６次産業化の拠点となる施設建設につきましては、連携して事業を行うミナ

ミ産業株式会社並びに町内農業法人２社と事業の運営方法や施設規模及び建設場所、

建設費用の調達方法について、基本となる計画の協議を進めております。 

 また喜び農業推進事業では、付加価値のある農産物を栽培することにより、地域農

業の活性化及び農業所得の向上を図るとともに、生産者にとって喜びのある農業を展

開していくため、町が主体となり平成２６年度に長深地区の耕作放棄地であった畑地

に果樹、具体的にはブドウ・ブルーベリーの実証圃場を設置いたしました。平成２９

年度には一定の成果が得られましたので、昨年度から町内の若手農業者を中心とする

法人に、栽培技術や病害虫に対する防除方法など、育成管理について引き継ぎを行っ

ているところでございます。今後につきましては、ブドウ・ブルーベリー栽培に取り

組みたいという農業者の方もございますので、栽培技術や生育管理について普及を図

り、本町のグランド作物となるよう栽培面積の拡大に繋げていきたいと考えておりま

す。 

 次にヴィアティン三重の件でございますが、本年８月に、東員町のスポーツ公園陸

上競技場をホームグラウンドとして、Ｊ３への昇格を目指し、スポーツ振興を通じて

東員町とともに町が活性化する仕組みづくりを構築していきたいとの申し出を受けま

した。その後、政策調整会議などで議論を重ね、議会全員協議会で議員の皆様からの

ご意見をいただきながら、調整を進めてまいりましたが、先日、ヴィアティン三重フ

ァミリークラブを指定管理者とする陸上競技場の新たな運営方法をご同意賜りました

ことから、来年４月からの新たな体制による運営に向けて準備を進めております。近

隣市町はもちろん、遠方から来ていただくお客様を迎え入れるための町としての対応、

支援などについて検討してまいりたいと考えておりますので、議員各位におかれまし

ても、ご協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
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○議長（三宅 耕三君）   近藤議員。 

○６番（近藤 敏彦君）   答弁の中で、三重大との連携ということで、連携協力

に関する協定を締結したと、町と三重大との協定の中の一環で、子育て及び教育に関

する事項についても、三重大と協力をしてやっていこうということであると思います。

それはそれでまた三重大の知恵を借りてよいアドバイスをいただいてやっていただけ

ればいいんですけども、例えば、そうすると今後ずっと事業が進んできて、青写真、

設計図等、あと建築のそういうこまごまとした具体的なところまでいった場合、これ

もやっぱり三重大が一任されてやるものなのか、あるいはそういう設計業者を入れて

きちんとやるものなのか、その辺をお伺いします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   一中に関しましてお答えさせていただきますけども、

学校の基本構想、どういう学校を作っていくのかということとか、それから具体的に

基本設計みたいな簡単な設計ですね、そこまで、こんな学校にしましょうというとこ

ろまでは三重大学さんの知恵をおかりして進めております。ただ、これを実施設計に

持っていって、そして建築していく、これはあくまでも公募です。民間業者の力を借

りなければできないというふうに思っていますので、これは広く公募して、設計業務

を公募する、そして建築業務を公募するということに、通常の形になっていくという

ふうに考えております。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤議員。 

○６番（近藤 敏彦君）   その他、先ほどちょっと町長が触れられましたけど、

三重大学にある程度の基本構想だとかコンセプトだとか、その辺を力添えしていただ

くというところで、東員町としてこういうふうにしたいとか、理想の部分を三重大学

に伝えてあると思いますけども、主にどのような点に重点を置いて、三重大さんにそ

ういうことを伝えられているのかお聞きします。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   三重大の方とのいろんな協議の中では、一番が役場

の施設との供用、今までですと学校はそれぞれ学校が独立するというあったんですけ

れども、そうではない、役場のいろんな既存の施設を供用することがすごく中学校の

教育にも役立つというような話をしております。 

 それからもう一つは、一つ特徴的なのは、１階にある学習館と図書館を兼ねたとこ

ろがあるんですけれども、今、私どもも進めながら本当に子どもたちが自分たちで学

んでいく力、学校の先生がこれを覚えろ、これをせいというのではなくて、自分たち
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が学ぶ力をどう育てていくのか、これは三重大のを私も見せていただいたんですけれ

ども、学習室みたいなのが非常に充実されているところがありまして、そういうのを

参考にしながら考えております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤議員。 

○６番（近藤 敏彦君）   役場の施設との供用ということで、これは前から私も

提案させていただいている部分であって、それは大いに共感するものであっていいん

じゃないかと思います。 

 本年は３月の定例会で私は場所の選定について質問させていただきました。そのと

きに私は、現在の陸上競技場西側の多目的グラウンド、ここを候補地に挙げるべきだ

ということを提言しました。その理由として一番大きなものとしましては、この土地

は東員町が所有する土地であるということでありました。現在、役場周辺の建設予定

地となっているエリアの土地買収について交渉をしていただいているようであります

が、数人の地権者の同意が得られていないというようなお話も耳にします。また建設

に要する費用が５０億円とも言われている中で、多目的グラウンドを利用することで、

土地に関する金銭面での負担ははるかに少なくて済むものと思われます。 

 もう一点は、この場所は員弁川の堤防を挟んだ地域であることから、水害の心配が

あるという答弁を以前いただきました。８月に都市計画審議会で視察に行かせていた

だいたんですが、伊勢市立桜浜中学校では、海から近いという立地条件から、あらか

じめ津波を想定した上で、１階部分を駐車場にするなどの高床式にしたつくりで、昨

年１２月に完成しております。このように、東員町でも少し違った角度から見てみる

と、現在の役場の北側に固執するばかりではなく、多目的グラウンドを候補地として

見直すことで、それなりのメリットは大きいものがあるのではないかと思いますが、

いかがですか。 

○議長（三宅 耕三君）   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。近藤議員からは、何回

も、何回もいろんなご提案をいただきました。これは何年前でしたかね、一番最初に

この役場の近くに中学校を持ってくることに利点というのを、数年前ですかね、ちょ

っとあれなんですけども、そういうのをいただきながら、多目的グラウンドに建設に

ついても、私どももそういうのを受けながら内部でいろいろ検討をさせていただきま

した。ただ私どもといたしましては、先ほども役場公共施設の相互利用が一番しやす

い場所はどこなのか、それから今中学校はまちづくり事業の顔としての中学校として
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の捉え方、そして小・中学校のハブ校としてですので、地域的にやっぱり役場の近く、

中心地に持ってきたいという思いがありまして、そういう形で、多目的グラウンドの

建設というのは少しできないのではないかなというのを今思っております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤議員。 

○６番（近藤 敏彦君）   これは一中の移転に関しては、私が初当選させていた

だく際の一番の悲願でありまして、この８年間、ずっとこれには注目してきた次第で

あります。やっと具体的に話がまとまりかけているところでありますので、ぜひとも、

今からでも少しでも遅くないような、一番いいベストな状態を作っていただければな

と、これは本当に私の中では思うところであります。 

 あと東員町は子育てをしやすいまちとして、町内外に浸透してきていると思います。

特に若い世代が東員町を魅力あるまちと認めて、転入していただくケースが増えてき

たのも事実であります。また、どこの自治体でも少子化に苦慮する中、東員町では人

口が微増傾向にあるといううれしいデータも出ています。しかしながら、新しい家が

建って、人口が増えている地域は町内でも著しく偏っているのが実情であります。特

に児童数が増え続けている神田小学校は、校舎が手狭になって様々なところで不便が

生じております。そこで、一中の移転を契機に、小・中学校の再編を考えてみてはど

うかと思います。新築移転する一中の一部を神田小学校に割り当てて、一極集中する

児童を分散化できないか。そういったお考えを伺いたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えさせていただきます。私どもも、初期の初期

の段階で神田小学校の子どもたちが増加しているということを踏まえながら、ここに

小・中学校を持ってくるというのを検討させてもらったんです。ただ神田小学校の校

区から見ますと、やっぱり一番西の端になるんですが、非常に偏りが見られる通学区

も考えていかなければいけない。小・中を一緒にしてしまいますと、規模がものすご

く大きくなってしまうというところで、少し難しさがあるのではないかなというとこ

ろがあります。 

 ただ、小・中学校の再編というのは、この私どもが三重大の協力を基に作らせてい

ただいた東員町の学校計画の中での一中の移転は、学校再編といいますか、将来を見

越した東員町の学校の配置計画の第一歩で捉えております。これは子どもたちの人口

とか、子どもたちの生徒数のあれによりますけれども、将来的にものすごく減った場

合には、私どもは二極化構造というのを考えていきたいというようなプランを持って
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おります。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤議員。 

○６番（近藤 敏彦君）   今は増えるばかりですけども、減ったときのことも将

来的に考えていかないといけないと、それはよくわかります。ただ、神田小学校が本

当にいっぱいいっぱいになって、今できることであれば、神田小学校の一部、本当に

役場に近いところに住んでおられる生徒を対象にして、その一部を一中の建物の中に

入れる、それも一つの手じゃないかなと私は思います。また稲部小学校もかなりまた

増えてきているという話で、逆に三和小学校、城山小学校なんかは減る一方。であれ

ば、将来的にこの小学校、中学校の統廃合も考えるべきですし、あとスクールバスみ

たいなものを東員町中を走らせて、一番近いところに行くという発想をやめて、ある

程度の単位で、自治会単位なりということで移転をさせる。適正配置をしていく。こ

ういうようなことも視野に入れて考えていくべきではないかと思います。 

 続いて、２－１について、喜び農業についてなんですが、以前いなべ市を例に挙げ

て質問をしたことがあるんですけども、いなべ市は本当にＰＲをうまくやっているな

というふうに感心します。特に食べ物では、いなべ産のそばを前面に出して、広く周

知されてきたようであります。私も今年のそば祭りに初めて行かせていただきました

けども、それはそれは大変なにぎわいでありました。 

 東員町では、ブドウやブルーベリーをどうしていきたいのか。先ほどの答弁でもあ

りました。もうある程度道筋がついたので、今、そういった業者さんに対して引き継

ぎをしているところだということです。例えばこの引き継ぎをして、その業者さんを

増やして、この地域でも有数のブドウの一大産地としてワインづくりをするだとか、

世界中に認知されるような産業になっていけるものなのか、この辺が東員町はある程

度のところまでやったので、次にそういうことをしていただく業者さんにお願いしま

すよということなんですけども、最終的にその業者さんにお任せした、その次ですね、

その業者さんに対してこのブルーベリー・ブドウというのを最終的にどのような着地

点に持っていきたいのか、その構想があればお聞きします。 

○議長（三宅 耕三君）   政策課、門脇郁夫特命監。 

○政策課特命監（門脇 郁夫君）   お答えいたします。今現在、長深の耕作放棄

地の方で規模は小さいんですが、それぞれ５アール、５アールということでやってお

ります。ここでまずは立証栽培に取り組んでいただく、そしてここで技術を身に付け

ていただくということが第一番でございますので、今、その管理を引き継いでいる団
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体と、あと１法人ですが、ブドウ・ブルーベリーに取り組みたいなという法人がござ

います。 

 今後においては、この長深の耕作放棄地である一団の畑地を利用して、この果樹、

ブドウ・ブルーベリーの拡大を図っていきたいと思っています。まず面積的に拡大を

しないことには東員町のブランド品とはならないということでありますので、まずは

拡大をしていただくということでございます。法人さんには将来的にはブドウ・ブル

ーベリーを使った６次産業化ということも視野に入れながら事業に取り組んでいただ

きたいということを申しておりますので、そういう形に発展していくことを町として

は期待させていただいております。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤議員。 

○６番（近藤 敏彦君）   まずは面積の拡大ということで、長深の土地で始めら

れたわけですけども、同時進行されている大豆もある程度の面積が必要となってくる

と思います。やっぱり面積の取り合いでは共倒れになる可能性もありますので、その

辺の見極めをしっかりしていただきたいなと思います。 

 また６次産業化とおっしゃいましたけども、そのブルーベリー・ブドウなどを使っ

て６次産業化する、それは業者任せということでよろしいですか。ある程度こういう

ものを作ってくださいとか言うのは、もう町は関与しないということでよろしいです

か。 

○議長（三宅 耕三君）   門脇特命監。 

○政策課特命監（門脇 郁夫君）   お答えいたします。あくまでも事業主体とし

ては法人、あるいは個人農家を考えていますが、町の将来にとってそれが本当に有意

義な事業へ発展していくという見込みがあるのならば、これは町としても支援をさせ

ていただく必要があるのではないかと考えております。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤議員。 

○６番（近藤 敏彦君）   ぜひ、ブドウ・ブルーベリーと併せて、大豆の方の成

功にも繋げていっていただきたいと期待しておりますので、ぜひよろしくお願いいた

したいと思います。 

 あと町のＰＲということで、ちょっと関連して、いなべ市では農業公園を使って梅

まつりだとかボタン祭り、ブルーベリー狩りなど、四季を通してのイベントがあり、

スポーツの面では自転車レースなどが盛んですが、ある一説によると、またいなべ市

はイベンターのような業者さんと提携をして協力をしてもらっているということも聞

いたりもします。東員町でも観光振興会が様々なイベントを企画していただき、多く
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の人が来庁されております。観光面などで、今後どのような取り組みをして東員町を

大きく発展させるのか、ＰＲさせるのかをお聞きします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   ＰＲというか、町というか、いろんな考え方があると

思うんです。今、いなべ市さんがいかれている方向もあるでしょうけども、東員町と

いたしましては、東員町の人が、基本的にですよ、東員町の人が東員町の中で、自分

たちもそれを共有しながら外へ向けてＰＲしていく。例えば、大豆にしろ、ブドウ・

ブルーベリーにしろ、自分たちが食べておいしいな、これはいいなと思ったものを外

へ向けてＰＲできるというふうに思っております。あるいは教育長がよく言われる三

大文化事業というのもあります。これも町民の皆さんが参加して、そして集っていた

だくのも町民の皆さんが集っていただいて、一緒になって盛り上がる。それが外へ向

けて、あそこすごいねというようなＰＲになっていくと。少なくともこの町の中でそ

の意義、意味というものはない場合は、我々としてはあまり取り組むべきものではな

いのではないかなと。どこかへ委託すれば、恐らくプロですから簡単だと思うんです。

ＰＲにしろいろんなイベントを組み上げるのも簡単だと思うんです。だけど自らの手

でやって、自らも楽しんで、そしてそれがＰＲになる。これがとっても大切なことで

はないかなということで、なかなかこれがすぐに広がっていくというものではないか

もしれませんけども、やっぱり自分たちの手でこれをやっていくということを基本に

進めていくということが大切なのではないかなと、これが僕は地域づくりに繋がって

いくのではないかなというふうに思っていますので、これからもそういう方向で行政

としては考えていきたいというふうに思っています。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤議員。 

○６番（近藤 敏彦君）   まずＰＲするには自分たちから見たり聞いたり食べた

りしながら、よかったものを外へ発信していくということで、先日、私もミュージカ

ルを拝見しましたけど、やっぱりこれも一つの東員町産みたいな部分がありまして、

非常に感銘を受けて帰ってきた次第でありますけども、それにしてもやっぱりミュー

ジカルはいいよということは私も他の人にＰＲしますので、それも町長が言われるＰ

Ｒの仕方の一つかなというふうに思います。 

 大豆については、今、鋭意取り組み中ということでありますけども、大豆をやって

いるところはいっぱいあるんですよ、実際は。日本でもたくさんありますけども、こ

れはやっぱりやった限りはもう小さな面積の中ででも日本一を目指すような意気込み

を見せていただきたいと思いますけども、この大豆に対して日本一を目指すような意
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気込みがあるのかどうか、そこをお聞きします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   大豆につきまして、ふつうにやっていたら絶対に東員

町だけでは勝てません。まず耕作面積自体が北海道に行ったら東員町全体ぐらいの農

地はいっぱいあるわけですよね。そんなもの勝てるわけがない。ですから差別化だと

思っています。その一つがこの「ナナホマレ」です。「ナナホマレ」というのは、前

にも答弁させていただいたように、中性脂肪を下げる機能性たんぱく質が非常に豊富

に含まれているという特徴があります。この「ナナホマレ」の種が東員町以外ほとん

どないんですよ、他に。これを東員町で拡大して、私は１００ｈａを超えるぐらいの

栽培面積になったら、これは東員町のブランドになるだろうというふうに思っていま

すので、そこを目指して、ともかく種がないので少しずつ増やしているというのが今

の現状でして、やっぱり農業にしろ、先ほどからずっとご指摘のＰＲの問題にしろ、

時間がかかるんです。時間がかかっても着実に少しずつ進めていかない限り、一遍に

どんと上がるということは僕はあり得ないというふうに思っていますので、ともかく

少しずつ、少しずつでも辛抱を重ねながら頑張っていきたいというふうに考えており

ます。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤議員。 

○６番（近藤 敏彦君）   ぜひ前に進むことだけ考えていただいて、後戻りのな

いようにひとつお願いいたしたいなと思います。 

 最後にヴィアティンの件、２－２についてお伺いしますけども、東員町スポーツ公

園陸上競技場の管理運営をヴィアティン三重スポーツクラブに指定管理者として委託

することが決定しました。町からの委託管理料は年間５００万円です。今後、ヴィア

ティン三重の企業努力によって利益が出た場合は、委託料の再検討を行うということ

でありましたが、この陸上競技場の管理運営に係る費用というのが毎年１，３００万

円ほどかかっておると思います。それをたった５００万円でヴィアティンに委託して、

管理運営もさせるということであります。そのあたり、今までかかっていたものをか

なり削ってヴィアティンに委託する。これはちょっと不条理に私は思えてならないん

ですが、このあたりの説明をいただきます。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   ヴィアティンに指定管理を委託するということですが、

これは通常の指定管理で委託するのと違って、その陸上競技場をヴィアティンがホー

ムグラウンドとしてほとんど自分たちが使う、自分たちのために使うという、そんな
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場所になるわけですね。ただちょっとお断りをしておきますけども、これには町の行

事については最優先してねというお話は申し入れてあります。それは引き受けていた

だきましたけども、それ以外については、ほとんどヴィアティンが自主的に運営でき

ると、かなりフリーハンドでお渡しをしているというふうに我々は考えております。 

 その中で、当然企業運営をしていく中で、我々は応援もしますよね。例えば観客動

員を応援したり、いろんなＰＲも応援したりということで、応援はさせていただきま

すけども、基本的にはヴィアティンの興行ということが中心になってくる、そんな使

い方の陸上競技場になるわけですから、当然ヴィアティンの利益というのも非常に大

きいというふうなことを思いまして、それも含めて、もう一つ、ネーミングライツも

これは附与してあります。そういうものもろもろを含めて、管理料を５００万という

ことを、お互いに納得して決めさせていただきました。これは１０年固定ではなくて、

最初の４年間はある程度固定をしようと、後は見直して、なかなか難しいかわからん

ですけど、もし儲かれば少し減らしてもらうとかいうことも中に入っていますので、

最大１０年間で５，０００万円ということですので、最大ですからこれよりも減る可

能性はあるんですが、これはお互いに納得の上で取り交わした金額でございますので、

ご理解いただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤議員。 

○６番（近藤 敏彦君）   今まで年間１，３００万円ほどかかっているという費

用、これは多分緑地管理だとか清掃費だとか、いろんな費用がかかっているはずなん

ですね。それを５００万円渡すからやってくれと、そうすると町としては８００万円

儲けたことになるんでしょう。ヴィアティンはそれでもいいと、８００万円、私のと

ころで身銭を切るかどうかわかりませんけど、それでもいいから東員町のスポーツ陸

上競技場をホームグラウンドにさせてくれということで、お互いの利害が一致したと

いうことで、それはわかるんです。わかるんですけど、あと企業努力によって利益が

出た場合、それは指定管理者のところに入るものなのか、それを町がまた吸い上げて

しまうのか、やっぱり利益が出た分は出たとしてヴィアティンに還元してあげないと、

やっぱりやる気にならんと思うんですよ。やって利益が出たものが、１，０００万円

利益が出ました。じゃあ指定管理料の５００万円は１００万円にします、５０万円に

しますなんて言われたら、もう一生懸命やらんと思います。他に指定管理をしている

施設もありますよね、商工会館なんかもそうですよね、会議室を使うのにどうしたら

みんなに使っていただけるかということを、頭を悩ましていろいろと商工会がやって

おるわけですよ。そこで利益が出てしまったら町がまたその利益分を吸い上げていく
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ということであれば何の努力もしないことになっちゃうのが僕がものすごく懸念する

ところなんですけども、役所では利益が出た分は指定管理者の収入として認められな

いのかどうか、その辺の懐の深いところを見せていただくわけにはいかんかな。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   陸上競技場の使用料も含めて、全てヴィアティンに入

ります。我々は一銭もいただきません。５００万円で委託をして、後の収入は全部ヴ

ィアティンに入ります。利益が出たらというのは、例えば、長い目で見て、なかなか

向こうは難しいと思うんですよ、難しいと思うんですけど、そこでこれでも利益が出

るやんという話になってきたときには、ちょっとその年間５００万円の指定管理料の

中で、ちょっとじゃあ１００万円下げてくれるという話が出るかもわかりませんよと

いうことだけの話で、このままいけば５００万円がずっと１０年間続くということな

んです。ですから、ヴィアティンの営業努力をこちらで吸い上げるということは全く

ありませんので、努力をされればされた分だけヴィアティンへ入るという仕組みでこ

の協定を結んでおりますので、その点はむちゃくちゃなことはしようというふうには

思っておりませんので。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤議員。 

○６番（近藤 敏彦君）   利益が出ることばかりじゃなくて、赤字になる場合も

あると思いますので、そういったときにどれだけ東員町が責任をもって手を差し伸べ

られるかというのも一つ今後の課題としてあると思いますので、その辺も頭に入れて

いただきたいなと思います。 

 あと第二種公認の競技場で始まったわけなんですけども、今や第三種公認も外れて、

ふつうの運動場みたいなことになってしまいました。今後の維持管理に多額の費用が

かかることから、存続の是非を検討する段階にまできていたところに、今回のヴィア

ティン三重がホームグラウンドとして使いたいと、加えて維持管理も任せてほしいと

いう申し入れがあって、東員町としてはまさに渡りに船といったところだと思います。

利益が上がったら指定管理料の見直しをするなんていうことはないと今お伺いしまし

たけども、Ｊリーグ昇進をかけているヴィアティン三重を、町と町民が一緒になって

応援していきたいなと思います。先ほど町長がＰＲというところでも言及されました

けども、やっぱり町民の皆さんのＰＲというのも非常に大切になってくるかと思いま

すので、一丸となって応援していきたいというふうに思っています。そして将来、Ｊ

リーグへ昇格した際には、町外からたくさんの人たちが東員町に来てくれて、東員町
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のよいところを見ていただく絶好のチャンスになることと思います。 

 そこでお尋ねいたしますが、以前にも同僚議員から話が出ておりましたけども、多

くの人たちが来ていただくのに宿泊施設がないというのはとても不便なことでありま

す。観光という面から見ても、町内に宿泊施設を整備するということは必要になって

くると考えますが、それについてはどのようなお考えをお持ちであるかお聞かせくだ

さい。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   宿泊施設については非常に頭が痛いところなんですが、

我々としては、どこかで宿泊施設ができるような方向で考えていきたいというふうに

思っております。今、ヴィアティンについて、これから東員町をＰＲしてくれる一つ

の団体ということで、我々もしっかり応援をしていかなければいけないというふうに

思いますし、Ｊリーグに参加していない県が８つあるわけですね。そのうちの一つな

んですね、三重県は。その三重県から初めてのＪリーグチームをこの東員町から出し

ていきたいと思うし、出していける名誉というものを、今この東員町が持っているわ

けですよね。だから我々としては、行政も町民の皆さんもみんなで応援をしていくと、

その一環として、我々は町内にある企業さんを順次訪問させていただいて、ヴィアテ

ィンの応援をお願いしているという状況もございます。ですから東員町総ぐるみで応

援をしていかなければいけないということで、議会の皆様にも、町民の皆様にもお願

いをしていきたいと。当然、Ｊ３にもし上がれば、上がるまで２，０００人を責任と

して集めなければいけないといっていますけど、Ｊ３に上がったら２，０００人どこ

ろじゃなくて、３，０００人、４，０００人という観客が来ていただけるというふう

に思います。そこで東員町がその来ていただいたお客さんにどうお金を落としていた

だくかということも考えていかなければいけないし、当然、今、議員がご指摘の宿泊

ということも当然我々は考えていかなければいけないというふうに思っていますので、

都市計画的に非常に厳しい東員町の状況の中で宿泊というもの、そして宿泊って自分

たちでできるものじゃないので、宿泊の事業者、町内にいれば一番いいんですがなか

なか難しいだろうと、もし来ていただけるなら来ていただける事業者というのも来て

いただくような、そんな動きもしていかなならんというふうに思います。非常に大事

な視点だというふうに思っていますので、鋭意我々も取り組んでいきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤議員。 

○６番（近藤 敏彦君）   併せて駐車場の不足というのが懸念されておるわけで

すけども、町民プールを閉館して、町民プールをそのまま駐車場に利用したらいいん
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じゃないかなというふうに僕は思っていたんですけども、先ほどの答弁で教育長が町

民プールは再考の余地があるということでお聞きしましたので、これはまた駐車場は

駐車場でまた別に考えていかなあかんことかなと思います。 

 あとプラネタリウムだとか、陸上競技場の公認の維持の断念などいろんなことから

やめてしまって後退してしまう部分が結構目立つようになってきました。財政的な問

題で次々と廃止してしまうことが私にとってはすごく残念に思います。同じ時期に建

てられた施設が多い東員町では、今後、老朽化する施設の修繕などの維持管理に多額

の費用がかかってきます。しかしながら今回の陸上競技場のように、外部からの利用

をきっかけにしてとてもよい方向に流れが変わる場合もあるということがわかったこ

とで、今までに見ていた方向とは違った角度で見てみることが重要ではないかと思い

ます。財政的に厳しくなっている我が町東員町でありますが、施設や事業の撤退ばか

りではなく、外部からの力をかりてよい方向性を導き出せるような発想の転換が必要

ではないかと思いますが、町長はそのあたりどうお考えでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   まさにそのとおりだというふうに思います。例えば、

大豆でも四日市にあるミナミ産業さんと手を組んで一緒にやりましょうと、そこへ三

重大学の先生にもご指導いただきながらやっています。ですから、何でもそうだと思

うんです。自分たちだけで完結しようなんていうのはなかなか難しいんですよね。そ

してクオリティーも本当に上がるのかどうかというのを懸念しています。ですから、

餅は餅屋ですから、当然外からそういう方に来ていただいて、東員町のためにやって

いただける方があれば、当然招聘して一緒にやっていくということはあり得ることだ

というふうに思っています。今回のヴィアティンについても、外からのチームですけ

ど、東員町をホームグラウンドとしてやるんだということで一緒にやる。そのために

我々は支援をしていく、応援をしていくという形をとる。当然今、議員が発言された

ように、外の力をいかにこの東員町が利用していくか、これはすごく大事な視点だと

いうふうに思っています。我々はそういう形で取り組んでいきたいというふうに思っ

ています。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤議員。 

○６番（近藤 敏彦君）   自分たちの力だけに頼るのではなくて、外からの知恵

や力をかしていただいて、さらなる発展をしていく、これも重要なことだと町長も私

もそのあたりでは認識は一致しております。 

 あとヴィアティン三重が東員町のスポーツ公園陸上競技場をホームグラウンドとし
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て使ってもらうことになったのも一つのご縁であると思います。これをきっかけに、

今後の施設の維持管理についても何かよいヒントになればいいのかなと思います。 

 今後も、東員町を魅力であふれる町にしていただき、それを声高らかに町外に発信

していただきたいと願います。 

 以上で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。 

 


