
 - 1 - 

町政懇談会対話内容   一部抜粋(要約) 

 

質問  学校のエアコン設置計画について、すでに工事の発注ができるところまで進ん

でいる市町があると聞きましたが、美浜町の状況をお聞きします。 

回答  小中学校へのエアコン設置につきましては、現在、国会において補正予算で冷

房機器設置に対する緊急対策交付金の予算を計上しております。その中に美浜町

の分もお願いしています。町内全小中学校の普通教室、特別支援教室等８８教室

分の設置補正をお願いしており、具体的には、１１月に美浜町臨時議会でエアコ

ン設置のための設計に係る予算要求をしています。工事は来年の夏までには完了

したいと思ってはいますが、全国でこのような動きになっていますので、来年の

今頃までを工期として工事を発注したいと考えております。 

 

質問  布土地区において、松くい虫の被害が広がっているが町は対策を考えています

か。 

回答  被害の出ている場所を確認します。河和中学校の国道沿いの松も、松くい虫の

被害で枯れてしまいましたので、シルバー人材センターに依頼し伐採をしました。 

     

意見  運動公園について、費用の一部を起債（借金）するとの説明がありましたが、

将来、子供たちに債務を残したくありません。 

箱もの施設だけ作っても運営がしっかりしていないとだめだと思います。他の

運動施設にはないもの、特色ある施設にしていかないと維持できないと思います。 

回答  いままでは維持管理を主として考えていましたが、今回計画している施設につ

いては、それにも増して運営面をしっかり考えていかなくてはいけないと思って

います。すでに町内部で検討を始めています。今後、専門家にもお願いするなど

し、力を入れていきます。また、それら検討結果をお知らせしたいと思っていま

す。 

 

要望  布土地区国道沿いの空き家が非常に危険です。倒壊するなど犠牲者が出てから

では遅いです。早急に対処していただきたい。 

回答  その物件については承知しております。その家には住民の方が住んでいますの

で、空き家ではありませんが現在、愛知県と対策を協議しており、国道側に塀を

立てる等の措置を県が検討しております。 

 

質問  布土交差点の改良を検討中とのことですが、計画はどこまで進んでいますか。

また、既成市街地整備事業の進捗状況を教えてください。 

回答  交差点改良工事について、まず予算化されているのは名鉄ガード下から布土小

学校を降りてきた先までの道路拡幅工事です。それから、ガード下から布土交差

点までの拡幅については現在、愛知県にお願いしております。具体的な計画が出
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てきましたら、みなさまにお知らせします。  

既成市街地整備事業について、布土地区と野間地区の調査が終わっていますが、

住民の方々のご理解がないと進めることができません。道路の拡幅等莫大な費用

が掛かる事業ですので、各区と相談させていただきながら、慎重に事業を進めて

いきたいと思っていますので、よろしくお願いします。 

 

質問  運動公園整備事業について、長期的な収支資金計画を教えてください。 

回答  現在、資金計画のシュミレーションを作っています。都市計画税が平成２９年

度決算の歳入で１億８千２百万円ございます。その貯金が約４億円あります。１

０年後、２０年後には土地の値が下がることにより、都市計画税の入は１億４千

万円ほどになると想定し、資金計画を立てています。将来、運動公園事業以外の

都市計画税を充当する事業が出てきても、それらの事業に都市計画税が充てられ

る計画をしています。また、運動公園が出来た後の利用料等の収入は年間約８百

万円と見込んでいます。反対に施設の維持管理は２千万円ほど掛かると想定して

います。今後、施設等が決まれば具体的な金額で試算します。また、施設利用料

で、維持管理等の費用をすべて賄えるとは思っていません。合宿、大会を誘致し

て町内でお金を使っていただくことも想定しています。 

 

質問  運動公園整備について、アジア大会に間に合いますか。アジア大会開催時に、

ホストタウン等を誘致する考えはありますか。４５億円もの経費を掛けるのだか

ら、それぐらいの気持ちをもってください。 

回答  運動公園は、４年後に完成予定です。アジア大会については、愛知県に対して、

この運動公園を合宿等で使っていただけるようお願いをしています。また、補助

金についても関係省庁に出向き、少しでも多くの補助金が獲得できるようお願い

に回っています。国、県もこの事業に注目していただいています。町の財政負担

を少しでも軽くできるよう、国、県に働きかけていますので、よろしくお願いし

ます。 

 

質問  運動公園整備事業について、当初計画では２８億だったものが、４５億になり

ましたが、その理由を教えてください。また、天然芝から人工芝に変更しました

が、人工芝でも年数が経てば張替をしなくてはいけません。施設は年数が経てば

老朽化しますが、そのことも計画で見込んでいますか。 

回答  ２８億から４５億になったことについて、当初の試算は概算であり、観客席や

部屋など、目的を達成するために当初の計画にはなかった施設を追加で計画に盛

り込んだため４５億になりました。 

 

質問  知多厚生病院の医師が不足しており、救急患者を受け入れることができないと

聞きましたが、状況を教えてください。 



 - 3 - 

回答  医師不足により受け入れが出来ないことがあるのは事実です。知多半島内で輪

番制ができておりその部分は守られています。町としても深刻な事態と認識して

おり、愛知県が自治医大出身者を派遣する事業を行っていますので、知多厚生病

院に先生を派遣していただけるよう県にお願いしています。また、知多厚生病院

は名市大病院と関係があり、名市大からも先生を派遣していただくようにお願い

しています。 

 

要望  野間小学校運動場の水はけが非常に悪いので対策をお願いします。 

回答  教育委員会としても、水はけが悪いことは承知しておりますが、安心安全の面

で体育館の天井落下防止等、やらなければならない事業が多々ありますので、ご

理解をよろしくお願いします。 

 

質問  児童生徒が減っている中、学校統廃合についての考えを教えてください。 

回答  児童生徒数は激減しています。野間中学校は２クラスになってしまいましたが、

１０年後には単学級になってしまうような状況です。教育委員会としましては、

中学校が単学級になることは望ましくないと思っています。河和中学校でも同じ

ようなことが起こっていきますので、将来は野間と河和の両中学校を一つにした

いと思っていますが、それがいつになるかは現在のところは、わかりません。本

年度、現在の町内６小学校と２中学校の校舎を維持していくためにどれだけの維

持費が掛かるのか調査しています。３０年、４０年先に、今ある校舎を維持して

いくのと、新たに学校を建設するのと、どちらが費用を少なく抑えられるか、お

金の面もはっきりさせ、また、児童生徒数の減少率も詳しく調査した上で、学校

再編について考えなければいけませんので、もうしばらくお待ちください。 

 

意見  美浜町を立て直すために運動公園を作ることもよいですが、それよりも、町の

元となる環境の整備や産業を充実させていかなければいけないと思います。足元

をよく見て、町の財政状況に見合ったことをやっていかなければいけないと思い

ます。 

回答  町の課題は、人口減少、少子化、そして税収の減少です。４年前に２０年後に

は、美浜町は消滅する町と公表されました。今なにもせず、ただ県や国からの補

助金を頼りにして町政を行っているだけでは、２０年後に消滅はしないまでも、

町財政は今よりも厳しいものとなり、その時には、もがいてもなにもできない状

況になってしまうだろうと思っています。現在、町の財政状況は全国的には決し

て悪いわけではありません。まだ体力のある今、将来のことを考えて行動してい

かなければいけません。 
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意見  良い政策をして、子供がたくさん増えた町が他にありますが、そうしたところ

に視察にいきましたか。もっと定住、移住政策等を行なえば美浜に住みたいと思

っていただけると思います。それから、運動公園の盛土について、現計画では不

足しているのではないでしょうか。もう少し研究してはどうでしょうか。 

回答  定住政策については、おっしゃるとおりだと思います。地方創生事業を国が推

し進めており、その目的は人口減少の克服しながら、地域を活性化するというも

のです。美浜町も地方創生の総合戦略を作り上げ、いろいろな政策を行っており

ます。今後も良い政策を行っている他市町も参考にしながら、まちづくりに取り

組んでいきますのでよろしくお願いします。 

運動公園の地盤改良についてお答えします。工法はサンドマット工法といい、

まず砂の層を入れ、その上に予定より多くの土を敷き、その重みで沈下させ地盤

の強度を出す工法です。また、その後は専門家が調査し、地盤に強度が出ている

のを確認した後、上物を造る予定をしています。 

 

意見  町は運動公園建設など町政の説明をしたいことはわかりますが、それよりも、

もっと日々の生活に身近なことについて、話し合いをしたいと思っています。今

後このような会を開催する時は内容を考えてもらいたいと思います。 

回答  町民のみなさまにまず町が取り組んでいることを説明しまして、みなさまから

ご意見等をいただけるのではないかとの思いから、まず説明をさせていただきま

した。多くのご意見、ご質問をいただきたいと思っております。 

 

質問  町内の風力発電施設建設について、上野間地区内にも建設される予定があると

のことですが、現在の状況を教えてください。 

回答  まず奥田地区については、台風の後、建設作業を再開したいとの連絡が町にあ

りましたので、その場合はよく周知するように伝えました。その後、組立はいつ

から行うのか確認したところ、台風が来る前は、１０月には通電を開始したいと

言っていましたが、台風で他の施設の修理等の影響で奥田地区の施設作業につい

ては、現在、めどが立っていないと聞いています。また、上野間地区への建設計

画については、町から経済産業省に確認していますが、建設業者の募集はありま

したが、まだ、建設を希望する業者はないとのことでした。今後も情報収集はし

っかりやっていきたいと思います。 

 

質問  上野間地区に建設計画が出た場合は、その建設業者による住民説明会等を行う

よう、町から建設業者に要望してもらえますか。 

回答  ガイドラインに従うよう指導していきます。 

 

意見  美浜町に転入してきて、町中に草、倒木等が多く非常に住みにくい町だと感じ

ました。駅周辺もひどいです。観光等で来た方々が、このような状況で美浜町に
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住みたいと思うでしょうか。自分にできることは何かと考え、自宅周辺、また、

上野間駅周辺の草取り、ゴミ拾い等を行っています。町がきれいだと気持ちがい

いです。そこで、みなさんに提案ですが、自分の自宅周辺の草取り、ゴミ拾いを

したらどうでしょうか。行政と一体となって、やれば町がきれいになっていくの

ではないでしょうか。町の予算を掛けなくても、すぐにできることからはじめな

ければいけないと思います。将来のことばかり語っていないで、町を良くしてい

くために、すぐにでもできることは何かを話し合いたいと思い、この懇談会にき

ました。 

回答  自然を生かしながら、管理されたきれいな町づくりをしていくことは、大切な

ことだと思います。行政の仕事は、いろいろ管轄があり、すぐにはできないこと

が多くありますが、先ほどの提案のとおり、できることは、みなさんの協力をい

ただきながらやっていきたいと思います。一方で、運動公園整備等の大きな事業

に取り組んでいくことも町づくり、町の政策として大切なことだと思っています。

 それらについてもみなさんの協力がなければできませんので、よろしくお願い

します。 

 

要望  運動公園整備事業について、施設ができてから、その後も多額のお金が必要に

なってくると思います。町民から集めた税金をたくさん使うのですから、もっと

多くの町民に理解していただかなければいけないと思います。運動公園整備事業

の説明会を、今回の町政懇談会のように町内の各地区で行うべきだと思います。

広報にも出ていましたが、読んだだけではわかりません。よろしくお願いします。 

回答  これまで、美浜町議会の一般質問において、議員の方々から運動公園整備事業

について多くの質問をいただいています。その様子はケーブルテレビでも放映さ

れています。また、奥田公民館で説明会を開催し、１３７名の方々に参加してい

ただきました。ほかにもパブリックコメントを１か月間行い、１０名の方々から

ご意見をいただいています。広報では１０回にわたって事業内容等を掲載しまし

た。その後、事業内容の変更がありましたので、そのことを広報１１月号に掲載

しています。今後も積極的に説明していきたいと思っておりますので、よろしく

お願いします。 

 

意見  美浜には、海や山があります。歩けば、とても健康的なハイキングコースであ

るオレンジラインもあります。新たに運動公園ができたとしても、今あるものを

大切にして、みんなの力で、それらを活かした町づくりをしていくことが大切だ

と思います。 

回答  美浜には海や山のすばらしい資源があります。オレンジラインについては、年

に２回、除草作業を行い、また、パンフレットを作成しPRに努めています。海で

は海水浴や自然の大切さを知っていただくために、ブルーツーリズムを開催して

います。これからも、美浜の自然を大切にし、活かしながら町づくりに取り組ん
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でいきますので、よろしくお願いします。 

 

質問  運動公園建設については賛成していますが、それにより、みはまの里計画が遅

れることはありませんか。 

回答  運動公園とみはまの里の連携については考えていかなければいけませんが、事

業は別々に行っていますので、運動公園建設の影響で、みはまの里計画が遅れる

ことはありません。 

 

質問  美浜町の西地区は運動公園の建設計画等がありますが、南部地区はなにも計画

がないので、いつまでたっても発展しません。また、運動公園建設に伴う町によ

る用地買収の買い取り価格が高いと思います。奥田駅前地区の経済が発展するこ

とにより、その地区の固定資産税はあがるのでしょうか。 

回答  南部地区には、複数の大型店が出店していただいており、西部地区を結ぶ道路

が拡幅されました。古布交差点の改修も予定されており、改修されますと東西の

地域のつながりがよくなります。また、企業団地整備を検討していく中で、南部

地区は可能性をもった地域だと思っています。 

運動公園については、建設されるのは奥田地区ですが、それによる経済効果で

得られる税収等は、町全体に還元され住民サービスの向上につながっていきます。 

用地買収の買い取り価格については、まず不動産鑑定士に委託して価格を算出

し、最終的には町の土地価格調整会議で決定しています。 

 

質問  数年前に、避難所に毛布や寝具、ヘルメット等は準備してありますかとお聞き

したところ、当時、町の回答はないですが、それらの設置について検討しますと

のことでした。現在の状況を教えてください。 

回答  避難所に毛布等の備品を準備することについて、大地震が起きた時は、長期に

わたって避難することとなりますので、その場合に備えて生活に必要な備品等は、

町の予算を使って計画的に準備をしております。ただ、台風時の避難については、

半日から１日の避難になりますので、すみませんが、必要なものは自分で準備し

ていただくようお願いをしております。 

 

質問  運動公園建設場所の標高はどのぐらいですか。 

回答  約４．５ｍです。 

 

質問  大地震災害時の津波の高さは、伊勢湾側で１０メートル以上と予測されていま

すので、４．５メートルでは低いのではないですか。 

回答  地震災害時の津波に対する避難場所は、日本福祉大学となっています。津波が

引いた後に仮設住宅等を運動公園に設置する予定です。日本福祉大学のキャンパ

スは標高２６メートルありますので、津波に対しては、まず大学に避難していた
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だくことになります。 

 

質問  東北の大地震では、予想を超える大津波があり、大変な被害がでました。運動

公園の標高は４．５メートルしかないため、想定を超える大津波が発生した場合、

使い物にならなくなるのではないでしょうか。 

回答  建設を予定している場所は、他市町ではあまり例のない、駅前で大学に近いと

いったメリットがあります。大津波に備えて標高の高い山などに建設することに

なると、駅前ではなくなり、メリットが減ってしまいます。安全のことを考える

のは大切なことですが、現時点で建設場所を変更することは考えておりませんの

で、ご理解よろしくお願いします。 

 

要望  古布ローソン前に信号は設置できませんか。 

回答  公安委員会、知多建設事務所等に要望し協議しておりますが、信号機設置につ

いては、いろいろな条件があり難しい状況です。今後も引き続き公安委員会等に

要望していきます。 

 

質問  南部地区において、風力発電建設についての説明会は一度も開催されたことは

ありませんが、どのような手順で開催されるのでしょうか。 

回答  町のガイドラインに、国に申請を出す前に説明会を行うこととなっております。

しかし、矢梨地区内において、町がガイドラインを作成する前に、すでに国の許

可を得ている場所があります。その場合は工事を開始する前に、説明会を行うこ

ととなっております。ガイドラインができた時点で、町から業者にガイドライン

を渡し、いつから工事を始めるか確認したところ、未定だが、工事することとな

った時には、事前に説明会を行うとの回答がありました。また、動きがありまし

たら、区長様に連絡しますのでお願いします。 

 

質問  南部学区の避難場所は南部小学校の体育館となっていますが、畳敷きの部屋が

ある南部公民館に避難場所を変更した方がよいと思いますが、いかがでしょうか。 

回答  現在、避難場所の変更について検討しておりますので、よろしくお願いします。 

 

質問  運動公園について、管理はだれがするのでしょうか。そこで行われるイベント

や大会の規模、また、旅館、民宿にどれだけの方々が利用し、そこでの収入はど

れだけあるか等を把握していますか。 

回答  管理については、指定管理で行うこととしておりますが、具体的にはまだ決ま

っていません。誘致するイベントの規模等もまだ決まっていませんが、運動公園

で成功している他市町を視察するなどしており、また、企業からもイベント、大

会を開催したいとのお話を伺っています。今後、積極的に大会等の誘致活動を行

っていきますので、よろしくお願いします。 
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質問  町では避難行動要支援者登録制度が実施されていますが、その制度を知らない

方々が多くいます。広報に制度の紹介記事が載っていましたが、説明会等は行わ

れておりません。町は高齢者の方等にどのようにお知らせするのでしょうか。ま

た、この制度に登録すると、区に連絡がいき支援者の方の把握をするわけですが、

区会議員は２年で変わってしまうので、いざ災害が起きた時にこの制度がきちん

と機能するでしょうか。 

回答  美浜町も高齢者の方々が増加しております。この制度については、個人情報の

関係で本人からの申し出により登録しています。登録者と避難を誘導する方が日

頃から連絡を取り合っていくことが必要です。この制度の周知方法については、

地区の敬老会など多くの方々が集まる機会に、この登録制度の説明、勧誘をして

いきたいと思っています。PRが不足していると感じておりますので、これから検

討していきます。また、民生委員さんに、７０歳以上の一人暮らしの方々のお宅

に回っていただいており、その時にこの登録制度の説明をしていただいています。

また、直接ダイレクトメールを送ることも検討しています。 

 

質問  運動公園建設計画について、配られた資料によりますと、当初の計画にはなか

った地盤改良が必要になったので、経費が増えたとのことですが、例えば、個人

のレベルでも家を立てるために土地を買うときには、まず、その土地の地盤がど

うなっているか事前に調べるのはあたりまえのことですが、当初に地盤調査はし

なかったのですか。 

回答  当初から軟弱地盤であることはわかっていましたが、町が用地を取得する前は、

なかなか調査ができません。用地取得と同時に地盤調査をしており、当初の予想

より水分が多いことがわかったため、当初の計画にはなかった砂の層を入れるこ

ととしました。なお、地盤改良計画は、このことを除き変えておりませんので、

よろしくお願いします。 

 

質問  運動公園建設について、美浜町は、大規模な運動公園施設を建設し、やってい

けるのかとても心配しています。全国の市町村には、計画はすばらしいものだっ

たが、いざ始めてみると、想定外だった等で結局、その後、財政面等でたいへん

なことになっている施設があります。そこで、一般会計のみで結構ですので美浜

町の財政状況についてお聞きします。また、この事業は説明会や広報等で周知し

ているとのことですが、私の周りには、知らない方々がまだまだ多くいます。周

知徹底されていないと思います。町民のみなさまの大切な税金を使います。今後

どのような形で周知していくのですか。 

美浜町第５次総合計画において運動公園整備事業、美浜の里構想について、ど

のように総合計画に加えていくのですか。 

運動公園ができることによって大きなビジネスチャンスが生まれてくると思い
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ますが、現計画には商業施設の計画がありませんので、検討をお願いします。 

回答  町の財政状況について、平成２９年度決算で、歳入が約８５億、歳出で約８２

億でした。歳入８５億の内、町税が３６．７％、国からの交付税が１４．３％、

国庫補助金等が８．７％、県からの補助金等が１０．２％、町債が８．２％、そ

の他の収入が約２２％ありました。奥田の運動公園建設については、都市計画事

業ですので都市計画税を使います。一般財源は使いませんので、みなさまへの行

政サービス、例えば福祉関係、道路修繕等を行う事業には影響ありません。また、

一部起債という借金をすることによって、将来にわたって平準化して負担をして

いくことになります。 

第５次総合計画については、来年が中間年になりますので、見直しをしていき

ます。 

    運動公園建設に係る資金は、起債の返済を含むすべての経費は都市計画税を充

てて成り立つよう計画を立てております。 

周知については、美浜町議会で議員から多数一般質問をいただいております。

また、奥田公民館での説明会には１３７名の方に参加していただきました。その

ほかに町のホームページでパブリックコメントを１か月間実施し、１０名の方か

らご意見をいただいており、広報みはまには計１０回にわたり事業概要、スケジ

ュール等をお知らせしております。なお、事業を当初から変更しましたので、そ

のことを広報１１月号でお知らせいたしました。さらには、今回、町内６学区で

ご説明しております。今後も機会あるごとに、説明していきたいと思っておりま

すので、よろしくお願いします。 

商業施設については、イベント等の開催時に店を開けるスペースを確保するな

どの検討をしております。 

合宿誘致、商店の活性化等についての設計をしていく上で、大学、観光協会、

商工会、町、その他関係者でプロジェクトを組み、検討会を進めていきますので、

ご協力をよろしくお願いします。 

 

質問  運動公園建設について、都市計画税を使うとの説明がありましたが、今ある都

市計画税の貯金以外に、将来、都市計画税として入ってくる税収のほとんどを、

運動公園関係に使うことになります。いままでも都市計画税を使って行ってきた

事業があると思いますが、それらの事業を縮小するなどの影響が出てしまうので

はないでしょうか。 

 

回答  都市計画税は、過去に区画整理事業に充当しており、また、数年前まで総合公

園体育館等の借金返済に充てておりましたが、今それらはなく、都市計画税を使

える事業は、現在、運動公園建設事業だけです。資金計画では、都市計画税の税

収をすべて運動公園建設事業に充当するのではなく、今後、都市計画事業が出て

きても、その事業に充当できるよう計画を立てていますので、よろしくお願いし
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ます。 

 

質問  今後、約２５年間は、総合公園体育館等整備や区画整理事業等はやらないとい

う前提で、運動公園の計画を立てているのですか。また、一般財源は使わないの

で、住民サービス低下等の心配はないということでよろしいですか。 

回答  運動公園建設に一般財源は使えません。なお、完成後の経済効果により税収が

増えた場合は、その税収は一般財源となり、それを住民サービスとして還元でき

るものですので、よろしくお願いします。 

 

要望  運動公園施設が整備されることによる経済効果について、どのような効果があ

り、また、どれだけの金額が増えるのか等を、町内の地区別に細かく算出し、町

民が納得できるものを出していただきたいと思います。 

回答  現在、どれほどの経済効果があるのか、専門家にお願いし試算していただいて

います。来年の３月ごろにまとまりますので、広報等でお知らせします。 

奥田地区には、多くの日本福祉大学の学生さんがアパート等に住んでいます。

そのアパート等の経営者は家賃収入があることにより住民税等が発生する場合が

あります。その税金は一般財源となりますので、住民のみなさんへの行政サービ

スに使われることになります。これからも、各地区で機会あるごとに、説明して

いきたいと思います。 

 

要望  運動公園の整備費が当初は２８億円だったが、４５億円になってしまいました。

町民から集めた税金を使うのですから、もっと町民の立場に立って真剣に考えて

ください。 

回答  当初の計画建設費から上がった理由の一つ目は、地盤改良が必要になったこと、

二つ目は、土地利用の関係で調整池を地下に設置することとしたこと。そして、

三つ目に、合宿・大会等をたくさん誘致する必要があるため、陸上の専門家の意

見を取り入れ、場内のフィールドを天然芝から人工芝へ、また、土で整備する予

定だった部分をラバー化し、また、大会を行うには選手、審判の控室等が必要と

のことでしたので当初計画にはなかった観客席を設け、その下に部屋を設置する

こととしたためです。その他に運動公園周辺の散策道をアスファルトに変更して

おります。 

 

意見  運動公園整備について、もともと地盤がやわらかい場所に、規格の厳しい陸上

競技場を造る計画ですが、造ったが、規格に合わないので工事をやり直すことに

なりかねないので、多目的広場のようなものを造ればよいのではないでしょうか。 

回答  地盤改良については、専門家に調査等を委託し工法を決定しております。また、

多目的広場などが良いのではないかとのご意見については、陸上競技場であれば

個人での利用がありますが、多目的広場になると主に団体利用となり、利用率が
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低下してしまいます。他市町の状況を視察するなど検討した結果、陸上競技場を

建設することとしております。 

 

質問  美浜町の住民なら、奥田駅前は地盤が悪いことをわかっているはずなのに、な

ぜ、その場所に運動公園を造ろうとしているのか。あの場所は沼地です。どうに

もならないところなので、以前計画された区画整理もだめになりました。広域農

道が、なぜ今のように作られたのか考えてください。調整池を造る計画になって

いますが、もともと全体が池のようなところの中に調整池を造ってどうなるので

すか。運動公園は日本福祉大学と広域農道の間の高台に建設するべきだと思いま

す。 

また、養鶏所建設の話がでていますが、今の美浜町に必要ありませんとなぜ言

えないのですか。 

回答  養鶏所の件については、大事な産業の一つではありますが、現在、町が計画の

中で養鶏所を建設されては困ると養鶏業者に伝えてあります。 

運動公園建設予定場所については、駅前で近くに大学があるということを考慮

して、場所を選定しております。また、県に対して山王川改修を早くしていただ

くよう要望できることにもつながります。今の地盤改良技術により、水の問題等

も解消できると聞いています。地域の活性も目的の一つとして取り組んでいます

ので、よろしくお願いします。 

 

質問  若者の雇用確保のために、工業団地を誘致するとのことですが、そのことにつ

いて、くわしく教えてください。また、運動公園関係資料に、総合公園の整備計

画の中に球場等を整備するとありますが、その球場等の整備費は、４５億円に含

まれているのでしょうか。 

回答  企業庁と話をしておりますが、以前は、道路インターの近くなど、交通の便利

なところに工業団地を誘致するのが主流でした。最近はそれよりも施設整備をし

ていく上でコストが安く済む場所が企業に好まれているとのことです。まだ、具

体的な場所等は決まっていませんが、具体的に決まってきましたら、みなさんに

報告していきたいと思っています。今後も企業庁と連絡を密にして取り組んでい

きます。 

総合公園整備の関係ですが、現在町内にある第２町民グランドの使い勝手が悪

いため、その場所を工業団地の一部とし、その変わりに現在ある総合公園に、新

たに野球場等を整備する計画があります。当初は、その工事で出る土を運動公園

の地盤改良に利用すれば、運動公園整備に係る経費が少しでも削減できると計画

していましたが、総合公園の土壌に一部産廃等の問題があることがわかったため、

一部の土のみ運動公園整備に利用することを考えています。そのことから、ご質

問の球場等整備の一部は４５億円の中に含まれていると言えます。 

総合公園整備について、現在の総合公園は駐車場が少ないため、球場等の整備
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のほかに、駐車場を広げることも計画に入っています。総合公園と運動公園の整

備に係る経費は合わせて約５０億円になりますが、そのことも資金計画に入って

いますので、よろしくお願いします。 

 


