
○議長（三宅 耕三君）      ただいまの出席議員は１６名であります。 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を行います。 

 ７番、掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   大きく４点にわたって、質問させていただきます。 

 １点目は、住宅リフォーム助成制度について、２点目は、陸上競技場の第二種公認の継

続問題について、３点目は、認定こども園への移行について、４点目は、全国一斉学力テ

ストについて、お尋ねしてまいります。 

 まず１点目の、住宅リフォーム助成制度について、町長に質問します。 

 一昨年の一般質問で、私は住宅リフォーム助成制度をつくるように求めました。この制

度は、町民が町内業者に住宅リフォームを発注した場合、町が改修費のうちの例えば５

ないし１０％に当たる額を、一定の限度額の範囲内で助成する制度です。１０万円の助成

で１００万円から２００万円の工事につながり、さまざまな業種にわたって経済的な波及効

果が大きいことを指摘いたしました。当時の答弁では、研究させていただく、ということでし

たが、その後どのような調査・研究を行ったのかを伺います。 

 町長は、東員町の活性化のために企業誘致と住宅地開発による人口増を掲げ、推進し

ようとされておりますが、これらはうまくいけば税収増が期待できる反面、新たに道路や周

辺の環境整備、下水道工事、小学校や幼稚園・保育園の増築などの巨額の財政負担が

必要となり、税収増を帳消しにしかねない一面もあわせ持っています。 

 東員町は笹尾城山の住宅開発で発展してきた、という歴史を持っています。しかし今後

は、これまでとは条件の厳しさが違います。各種の建設事業に対する国県補助金は、ほ

とんど期待できません。笹尾城山の開発のときは、上下水道工事や周辺の環境整備工事

は団地住民の負担で行われた形となっておりましたが、これからの小規模の住宅地開発

では、町の負担で行わなくてはならない場合が大半となるでしょう。 

また、景気回復といっても、大量に生み出された不安定雇用の労働者など、働く人たち

から奪い取った富で企業が業績を回復させているにすぎず、いつ何時、景気が後退局面

に入っていくかわかりません。 



今、自治体が、われもわれもと長期的な開発事業に走るのは、危険を伴うことを覚悟し

なければなりません。その点、住宅リフォーム助成制度は、少ない財政負担で大きな経済

的な波及効果が望め、既存の住宅地の再生と町内企業の育成、古い住宅の耐震補強の

推進、また、若い世代の定住促進などの効果が期待できます。新たなインフラ整備を全く

必要としない既存の住宅地が、疲弊することなく、次の世代にスムーズに引き継がれるよ

うにするためにも、ぜひこの制度を創設するように求めます。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   本件に関しましては、以前にもご質問をいただきました。その時

点でも申し上げましたように、個人の資産に対する助成であり、資力ある人への助成とい

う意味で、その意義の妥当性の有無も含め検討させていただきまして、結論から申し上げ

ますと、現在の時点では、助成制度の創設は考えておりません。 

 ただし、議員がおっしゃるように、個人へ助成することによって、居住環境の改善や、地

元業者、特に小規模工事業者においては、受注の機会が増えることが予想され、経済波

及効果に反映されることにはなるでしょう。 

助成の観点からすれば、以前にも答弁させていただきましたように、バリアフリー対策

の住宅改修助成や、県内産木材使用の場合の助成、さらには、耐震補強に対する支援

は、県、町においてさせていただいておりますので、必要であれば、これらを利用していた

だきたいと存じますので、よろしくご理解のほどお願いをいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   個人資産への助成だということで、考えていないということで

したけれども、これから町長は企業誘致に際して、企業助成金を考えていくということであ

ります。同じように考えられないのかなと思います。 

今、若い世代といいますのは、非常に厳しい経済状態に置かれておりまして、親と同居

する若い男性が非常な割合で増えている、ということが報道されております。また耐震補

強工事とかも、助成はつきますけれども、ほんのわずかであるために、なかなか進んでい

きません。促進税制もできましたけれども、それだけで効果があるとは考えられません。 

今、この住宅リフォーム助成制度で、町長もお認めになりましたように、町内の小規模

の業者の受注機会が拡大するであろう、波及効果がふえるであろうということでしたけれ

ども、これこそ本当にこの制度をつくれば、住宅リフォームをやろうという業者が、ほっとい

ても自らセールスに動いて、町内の住宅改修が進んでいくように、業者が動いてくれるん



じゃないかと思います。これこそ本当に民間活力を活用したまちのあり方、まちづくりとい

うふうになるんじゃないでしょうか。 

今ここに持ってきましたのは、町長はご存じでしょうか。東員町の商工会が以前に新聞

に折り込まれたもので、商工会の建設部会がいろんな建設業やかわらや畳やら、あるい

は水道業者やら電気業者、建設業者らが注文を取って、協力して住宅リフォームをやって

いきましょうという、こういう動きを見せておられます。それだけ今、町内には、住宅リフォ

ームをやっていこうという需要といいますか、ちょうど親の世代が年をとってきて、若い世

代に移り変わるという、特に笹尾城山はそういう時期に来ております。本当に今、この助

成制度をつくるいい時期ではないか。そこに商工会も目をつけて、このような動きをされて

いるんではないかと思いますけれども、商工会の住宅リフォームの運動に対して、町が助

成をつけることによって大きな後押しをするというふうには思われませんでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 企業誘致のこともおっしゃられました。企業誘致というのは、企業に関しましては、雇用

の面と申しますか、いろいろの面で違った波及効果があると思っております。商工会がそ

ういうようなチラシを出されたということでございますけども、商工会は、地域のいろいろの

職種の業者の育成を図るというふうなことで出されたものだと思っております。基本的に

営業活動の一つということで出された、と理解をさせていただいております。そんなことで、

ひとつご理解をいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   もう少し今の状況を研究していただいて、さらにこの制度の

必要性について、調査をお願いしたいと思います。 

 平成１７年度決算で見ますと、建設事業が前年比４割も減っております。これだけ減らし

て初めて、町としての、いろんな国補助金や、交付税の減に対応できた、という面がある

かと思います。どんどん公共事業を減らしていかなければならないときに、これまでそれ

の恩恵を受けてきた町内の業者を、どうこれから支えていくのかといった場合に、少ない

経費で少しでも支援できる方法ということで、有効な住宅リフォーム助成制度をつくってい

ただくよう、さらに求めて次に移ります。 

 大きな２点目の、陸上競技場の二種公認継続問題について、教育長にお尋ねをいたし

ます。 



 来年１１月は、東員町の陸上競技場にとりまして、５年に一度の公認申請の時期となり

ます。本当にこの先も東員町民の税金で第二種というハイレベルの競技場を維持するこ

とが妥当なのかどうか、真剣で慎重な検討が必要です。町民の目線で考えると、ほとんど

利用していないのに、経費だけが相当かさんでいるように感じられます。 

陸上競技場は、建設費と用地代で最初に２６億７，０００万円を投入いたしました。維持

管理費として毎年２，２００万円ほどを費やしております。さらに５年に一度の公認継続の

申請時には、陸上競技連盟がルールを毎年のように変更するために、数千万円規模の

改修と高額な備品購入が必要となっています。来年度、再び二種公認を継続するという

のならば、競技場完成後１４年間の財政負担と利用者の状況、維持管理費の実態を町民

に明らかにし、十分な説明を行って、理解を得なければならないと思いますが、いかがで

しょうか。 

 今、全国には第二種公認の陸上競技場が約１００カ所あります。４７都道府県でいけば、

１都道府県当たり平均２カ所あるという計算になります。今回改めていろいろ調査し、心底

驚きました。一番驚きましたのは、二種公認の競技場を町営で維持管理しているところが、

全国自治体の中に一体どれほどあるのか、という点です。教育長はご存じでしょうか。い

まや全国で東員町だけである、ということがわかりました。大きな財政規模の県や、数十

万人の市が、第二種公認の競技場を持っているのです。小さな町の力で経費のかかる二

種公認競技場を維持することは、全国的に見て異様であることを思い知らされました。 

 次に驚いたのは、東員町の競技場が、これまで第二種公認にふさわしい活用が、ほと

んどといってよいほどなされておらず、三重県全体の陸上競技大会を考慮しても、東員町

が二種である必要性がない、ということがわかったことです。 

机上にお配りしてあります資料１の①は、教育委員会の事務局でいただいたものです。

資料１の②は、三重県陸協のホームページを参考にして、私が作成したものでございま

す。 

陸上競技場の公認に関する細則では、第一種から第五種の公認競技場がそれぞれあ

り、第一種と第二種は収容人員に大きな違いがあるのみで、ほかはほとんど変わりがなく、

ハイレベルの大会をする競技場となっています。第一種は、県内では伊勢の県営陸上競

技場があるだけです。ここで行われる、表の一番右下を見ていただきますと、競技場にて

開催できる競技会の種別の標準というのを見ますと、第一種は日本陸上選手権大会、国

民体育大会等、その他国際的な競技会とあります。第二種は、県内では四日市の中央緑

地公園の陸上競技場と東員町があるだけですが、第二種は、加盟団体陸上競技選手権

大会、あるいは地方における国際的な競技会等となっております。 



 資料１の②を見ますと、平成１６年、平成１７年、平成１８年度で、いわゆる第二種公認

の陸上競技場としてふさわしい全県レベルの大会が、一体どこの競技場で開催されたか、

ということがわかります。平成１６年度、平成１７年度、ほとんど県内の全県レベルの大会

は、県営の伊勢の陸上競技場と四日市中央緑地公園の競技場で間に合っております。

東員町の出る幕は一切なかった、ということがわかります。平成１８年度、今年度は、伊勢

の御木曳きと中央緑地公園の競技場が、耐震工事があるために、東員町に３つほど回っ

てきておりますが、これがなければ平成１８年度も、やはり東員町はお呼びでなかった、と

いうことになります。 

 それでは実際、東員町でどのようなレベルの競技会が行われているか、調べましてびっ

くりいたしましたが、ほとんど競技場のレベルでいきますと、第四種、あるいは第五種、あ

るいは第三種といいますか、桑員陸協の競技会や記録会が開催されている、というレベ

ルになっております。 

これから考えますに、陸上競技場二種公認にふさわしい大会は、東員町ではこれまで

も開催されてこなかったし、今後も、二種公認でなくても県内は一向に困らない。十分、四

日市と県営の競技場があれば間に合っている、こういうことではないかと思います。 

さらに驚きましたのは、裏側の資料の２をご覧いただきたいと思いますが、四日市の教

育委員会の事務局、スポーツ課をお尋ねして研修してまいりましたが、同じ第二種公認の

四日市の競技場と比べまして、東員町がいかに利用者数が、同じ二種公認でありながら

少なく、維持管理費だけは多く、使用料の収入が少ないか、ということがわかりました。 

また、そのほかのＡＢＣＤのグラフでありますのは、東員町の陸上競技場のほか、その

他の体育施設との、利用者数、維持管理費、使用料収入の比較であります。これを見て

も、他の施設に比べて、競技場が余りにも利用者が少なく、維持管理費がかさみ過ぎて

使用料収入が少ないか、ということがわかります。 

このように、第二種にふさわしい使われ方というものがなされてこなかった。そして、費

用対効果の面でも大きな問題がある陸上競技場を、何らの見直しもせず、再び第二種公

認で申請するということは、とうてい考えられないことではないかと思います。町民が納得

できるだけの答弁を教育長に求めます。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   掛布議員からの、陸上競技場の二種公認についてのご質

問にお答えをいたします。 



 まず１点目のご質問につきましては、本町の陸上競技場は、建設当時から町で二種公

認はどうか、とのご意見もありましたが、皆さんに十分ご審議をいただき、桑員地区を中

心とした北勢地区のスポーツ振興の拠点とする、ということとして、二種公認の陸上競技

場として建設をさせていただいたところであり、北勢地区のスポーツの振興に大きく貢献し

てきたと考えております。 

実際に当陸上競技場は、走りやすく、記録が出やすい競技場として、陸上関係者から

好評を得ており、開設以来、陸上競技協会主催の記録会におきまして、三重県の中学校

記録が３人、高校記録が９人、一般記録が３人により樹立されております。昨年も８月の

記録会で、女子棒高跳びで、三重県高校新記録が当競技場で樹立をされております。ま

た、陸上競技場開設以来、東員町在住者で全国大会に出場された選手は、延べ５６名を

数えております。 

陸上競技場の公認につきましては、来年の１０月で切れることから、二種から三種にし

ては、とのご意見がありますが、多額の費用が発生するのは、ルール改正に伴う改修費

用でございまして、このことにつきましては、二種でも三種でも必要となるものでございま

す。また、公認料につきましては、三種が１６万円ほど安価ですが、１６万円で失うものが

大きいのでは、と考えております。 

しかしながら、維持経費につきましては、競技場開設以来、約２，０００万円程度で推移

をしており、昨年度は２,２７２万２，０００円かかっており、多額な費用を要することからも、

次年度の必要経費はもちろんのこと、管理方法につきましても十分検討を行い、慎重に

対応してまいりたいと考えております。 

 次に２点目のご質問で、二種公認にふさわしい活用がなされていない、二種でなければ

ならない必要性は、とのことですが、先ほど申し上げましたように、毎年多くの記録会が開

催され、その中で県の記録も樹立されておりますし、トレーニングルーム、多目的グラウン

ドを除いたグラウンド本体の年間利用者数の過去平均が２万３，０００人ほどで、昨年度

の利用実績では、２万３７１名の皆様にご利用をいただきました。 

また、昨年は陸上競技ではございませんが、サッカーのＪリーグの試合が開催され、多

くの町民の皆様に観戦をいただきましたし、今年度につきましては、７月末に中学生の県

大会も開催されており、北勢地区のスポーツ振興の拠点として活用していただいていると

認識をしております。 



また、陸上競技の公認記録は、電気計時しか認められておらず、三種の競技場には電

気計時機器の設置義務がないことから、公認記録として認定されるためには、二種の競

技場が必要となります。 

先ほど別添資料でお示しになられましたが、それぞれの競技には、その競技種目の種

類や、あるいは特色によりまして、競技場の広さや施設設備や、あるいは備品数が変わり、

それに伴う費用が変わってくるのは当然でございまして、それぞれの施設の維持管理費

を単純に比較することは、余り意味のないことと思います。 

また、単純に人口３０万人の市の競技場と２万６，０００人の東員町の競技場の利用者

を比較して、また、維持管理の方法が異なるものについて、その維持管理費を単純に比

較することはできないと思います。 

今年も、ご承知のように利用者の比較的少ない城山のテニスコートを２，０００万円ほど

の整備費をかけまして、オムニ化をさせていただいたところでございます。 

それぞれの競技には、それにふさわしい競技場が必要でございますし、もともとスポー

ツや文化を財政効率論だけで論ずることはなじまないことだと思います。明るく、豊かで活

力あるまちづくりをする上にも、スポーツや文化は欠かせないものでございまして、今後も

それぞれの競技にふさわしい競技場として、適正な整備に努めてまいりたいと考えており

ます。この意味からも、二種公認を継続してまいりたいと考えておりますので、よろしくご

理解のほどお願いをいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   教育長は、なぜそんなに一生懸命、二種公認の継続で熱心

に答弁なさるのか、非常に不思議に思ったんですけれども、北勢地域のスポーツの拠点

として、東員町の競技場が非常に貢献してきたということは認めます。電気計時装置があ

ることがよかった、ということも認めますけれども、なぜこれだけお金がかかるのを、町が

維持しなくてはならないのか。その点をもっと冷静に検討していく必要があると思うんで

す。 

 この前いただきました町の行財政検討委員会の第２７回という会議録を読んでおりまし

たら、東員町の社会教育課の方が、委員に対して、陸上競技場を県に対して移管してほ

しいと。県の管理に移してほしいとお願いしたが、まだ回答がない、というふうに発言をさ

れております。このように、町にとって、この陸上競技場が相当負担になっていて、町営で

維持するべきものでは本来ないということは、町自身も認めておられるから、こういう発言

になっていると思うんです。 



 今、二種継続ということを方針決定のように叫ばれましたけれども、まず、来年の公認継

続申請に、いくらかかるというふうに試算をされているのか、それをきちんとお答え願えま

せんか。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   来年の二種公認の陸上競技連盟の審査員の方との協議

が、９月中旬、もうすぐでございますけれど、なっておりまして、そこのところでいろいろな

協議をさせていただかなくてはならんのかな、というふうに思っておりまして、今のところ、

特にいくら必要なんだ、ということはわかっておりません。 

たくさん要ったとおっしゃられるんですが、要は二種でも三種でも公認料は１６万円ほど

違うわけですけれど、あとは競技場を維持管理していく、あるいはその競技場としてふさ

わしい整備をしていくには、それなりに長年になってきておりますので、改修費用が必要

なんですね。 

その分が、そのときに改修をしますので、かかってくるわけでございまして、特に二種だ

から三種だからといってお金がかかるというものではないわけで、先ほど申し上げました

ように、テニスコートも、それなりのふさわしい整備をさせていただくわけですから、それな

りの改修費用がかかるわけでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   何かというとテニスコートと比較されますけれども、ほとんど

の町民が利用し、みんなで使用料を払っているテニスコートと、ほとんど町民が利用せず、

北勢地域から集まってきておられる人たちが、使用料を本当に払わずに使っておられる

陸上競技場を、そんなに単純に比較しないでいただきたいと思います。 

また、費用対効果ということ、私も好きではありません。しかし、これだけお金がかかる

ものについて、費用対効果というものを考えざるを得ないわけです。 

今、９月中旬に審査員と協議をしないと、いくら改修にかかるかわからない、というよう

な無責任なことをおっしゃいましたけども、いくらかかるかわからないのに、公認を継続す

ることを決めておられるんですか。そんなこと、あるはずありませんよね。まずいくらかか

るか試算をして、どこを本当に直さなければいけないのか、それにいくらかかるのか、とい

うことを試算した上で、教育長が、そして町長の方で、公認継続していいのかどうかという

決断をして、今、教育長そのようにおっしゃっていると思うんです。試算の結果がない、な



んていうことはないと思いますので、ごまかさないで、今、この場できちんと試算を示して

いただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   別に包み隠しておるわけでも何でもございませんので、実

際に私どもが考えておりますのは、今回ちょうど更新時期に、傷んでおりますトラックのイ

ンコースの部分を実際に改修しなければならないのかどうかということは、審査員の方の

判断を待たなければならないわけでございまして、軽々に私どもがいくらかかる、というこ

とを申し上げることは控えさせていただきたい、そんなふうに思います。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   陸上競技場のことで調べてびっくりした一つが、使用料収入

が少な過ぎる、ということであります。グラウンド使用者のうちの約６１％の方が無料で使

用されております。スポーツ少年団の人とか中学生の子たちとか、あるいは桑員陸協たち

の大会とか記録会を無料でするのはわかりますけれども、例えば東員陸協は町内の団体

ではありませんけれども、そこの練習会まで無料にしておられます。町の例規集にありま

す減免規定、これには町内の公共的団体の公式行事は免除する、とあります。これから

いっても大きく逸脱して減免のし過ぎではないか。余りにも陸上関係者に対して町が腰が

引け過ぎているというか、遠慮し過ぎている。そう思うんです。 

実際、東員町は、全国でただ一つの町営の二種公認を持つことに、今やなっており、そ

して町民の税金で今後も二種公認を継続するのに、利用料をきちんといただいていない。

ここまで遠慮していいのかどうか。実際、二種公認競技場が周辺にない鈴鹿や尾鷲、津、

松阪、名張、伊賀なんかでは、二種でない競技場で記録会や競技会をやっております。

競技会は成立しているわけです。 

公認継続の場合に一番気になっておりますのは、福島県の鏡石町に視察に行った結

果わかったことですけれども、陸上競技の備品とか器具のメーカーは、実質１社が独占状

態であります。日本陸連がこのメーカーを公認し、ルールをどんどん変えていく。それを使

う陸上関係者の人たちが、あそこを直せ、もっとここを直した方がいいということで、自治

体が払う改修費が、そのとおりにすればふくらんでいってメーカーがもうかっていく。こうい

うことになっております。 

これは福島県の鏡石町で確かめたことですけれども、四日市市の教育委員会でも全く

同じ話を聞き、このメーカーの言いなりにならずに経費を抑えようとしたら、大変な圧力が



ほうぼうからかかり、圧力に屈せずに頑張ったら費用が３分の１に落ちた。ここのところが

一番の、今回の二種公認の継続でも問題点であろうかと思います。 

 町長にお聞きします。町民の貴重な涙と汗の税金。今、住民税の増税とか介護保険料

の値上げとか、負担増で大変な悲鳴が上がっております。そして行財政改革、取り組んで

いこうというときに、今ここで二種公認の継続とか、あるいは陸上競技場のあり方を根本

的に見直さずして、本当に行財政改革をやったといえるのかどうか。町長にお尋ねをした

いと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 いろいろご指摘をいただきました。教育長の方からご答弁させていただきましたように、

文化とかスポーツ、そういうものはお金の面だけで、ということではなしに、もう少しご理解

をいただきたいと思います。 

また、使用料等もご指摘がありました。いずれにいたしましても、中学生とか高校生の

方が、北勢地域の方が、大半が利用していただいておるんです。その辺はもう少し大きな

目で見ていただいて、私は、全国で一つということは、すばらしい町だと思っております。

そんなことで、改革は当然すべきとこはしなくてはならないと思ってますけども、ある施設

をいろいろ知恵を絞りながら、最少の経費で、みんなが喜んで使っていただけるような施

設を目指していきたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   三種になっても別段困ることは何もないと思います。全自動

電子計時装置というのも、そのまま維持すればいいわけです。全天候のトラックも、本当

に必要な部分だけの改修に、厳しく見積もってやれば、それでいいと思うんです。必要以

上の改修を極力抑えて三種に落とせば、必要な備品の種類や数も少なくてすみますし、

現在サブグラウンド、全くそれらしい利用がされておりません。二種だから、サブグラウン

ドは、あのまま空き地で置いておかなくてはいけないわけです。三種に落とせば、あのサ

ブグラウンドをもっと有効な活用ができます。この点を指摘して、次に移りたいと思いま

す。 

 ３つ目に、認定こども園の移行について、教育長にお尋ねをいたします。 



 先の通常国会で、就学前の幼児教育・保育を総合的に提供する「認定こども園制度」を

創設する法律が成立し、今年１０月から施行されます。法律では、認定こども園における

保育内容や施設の条件は、国が定める規準を参酌して、都道府県知事が条例で定める

ことになっています。三重県の認定規準案が７月下旬に発表され、パブリックコメントを求

めていましたので、私も現行の保育制度を切り下げる、このような県の認定規準ではダメ

だと、８点にわたって指摘した意見を県に提出しておきました。 

 教育長は、町内のすべての地域で、幼保を総合施設化する方針を表明されております。

認定こども園の移行についての方針と、県規準案への見解を伺います。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）    掛布議員の、認定こども園への移行についてのご質問に

お答えをいたします。 

国は、幼稚園や保育所等における小学校就学前の子どもに関する教育・保育・子育て

支援の総合的な提供を推進するための法令等を整備し、「認定こども園制度」が、１０月１

日から施行されることになりました。 

本町では、平成１０年から、教育施設としての幼稚園と児童福祉施設としての保育園を

一体整備し、幼保一元化に向けた幼児教育の実践研究に取り組んでまいりました。 

保護者の就労の有無にかかわらず、同じ地域の就学前の子どもたちが、同じ幼児教育

を受け、同じ小学校に入学することにより、子どもたちの生活及び発達や学びは、家庭や

地域、幼稚園・保育園での生活、小学校以降の学習へと発展していくことになります。子

どもたちの生活及び発達や学びの連続性を踏まえた、幼児教育の充実を目指した、町内

の幼保一体的施設整備が完了した時点で、認定こども園の導入について、検討してまい

りたいと考えております。 

また、県の基準案につきましては、現在、条例の制定に向けて、準備をしていただいて

おるところでございますが、おおむね国の基準に沿った内容であると受けとめております

ので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   教育長のご答弁では、全町的に施設の一体整備が終わっ

た時点で、認定こども園への移行を検討する、というあいまいな言葉でしたけれども、結



局、来年度、笹尾西・笹尾東地域で一体整備の施設をつくったら、それができた時点で、

全町的に認定こども園に移行すると、そのように受けとめてよろしいでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   あくまでも移行を検討させていただく、ということでございま

す。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   行財政検討委員会の会議録を見ますと、検討するではなく、

移行するということを前提に議論をしておられます。そのように、教育委員会の事務局の

方もしゃべっておられますし、委員の方もそのように受けとめて、保育料を新しく統一しな

ければならないね、というような議論をされております。今そこで、そのようなあいまいな答

弁をされると、一体、町民はどう理解したらいいかわからなくなります。 

 そこで、規準案、これはほとんどそのまま県の条例案となって、間もなく開会される９月

県議会に提出されるということを、先ほど電話で確認しました。 

認定こども園ということで、施設の一体整備という施設整備だけの面に事を矮小化して、

大きな問題点を抜かしてしまう傾向があるので、きちんと確認をしておきたいと思います。 

 こども園に移行して、そのどさくさまぎれで、今の規準が切り下げにならないようにきちん

と補償できるのか、ということであります。１つは、職員の配置規準、学級担任の配置規準

であります。県の認定こども園の条例案では、３歳児以上の短時間児、いわゆる幼稚園

のこと、長時間児の共通の利用時間については、子ども３５人について１人の担任でやれ、

ということになっております。とんでもない切り下げの条件でありまして、現在、東員町の

保育園では、国の規準と一緒ですけども、３歳は２０人に１人、４歳・５歳は３０人に１人、

幼稚園でも国の規準よりさらに東員町として上乗せして、３歳児は子ども２５人に１人、４

歳児は３０人に１人、こうなっております。認定こども園に移行する際に、あるいは移行を

検討する際に、今の東員町の保育園・幼稚園での独自の規準を切り下げない、ということ

を約束していただけますでしょうか。ご答弁をお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   その時点になりましたら、現在行っております、私どもの配

置規準等も十分考えながら決定をしてまいりたいと、こんなふうに考えております。 



○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   教育長に何をお聞きしても検討するとかいうことで、全然の

れんに腕押し状態で、全くここで議論を真剣にやっている意味がなくなっていくわけですけ

れども、もう１点、認定こども園の規準について、県の条例案で、国の規準よりも厳しくした

ところがあります。それは、３歳児以上の子どもについても調理室の設置を原則とする、と

いうふうに書き込まれたことです。国の指針案では、３歳児以上については外部搬入も可

能となっておりましたけれども、県の条例案では、食育が大事であるということで、調理師

の設置を原則、というふうに書き込まれておりました。これをクリアしなければ、認定こども

園として、東員町の施設は認定されないことになります。 

となると今、調理室が幼稚園・保育園あります。神田の地域の園とか、これからつくろう

とする笹尾西・笹尾東については、３歳以上５歳までの子たちの調理室も、きちんとつくら

ないと、認定こども園に移行できないと、こういうことになると思うんですけれども、教育長

の見解を求めたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   県は、それぞれの地域の実情に合った形の規準案を考え

ておみえになるんだろうというふうに思いますので、導入に当たっては、十分そのことも考

慮に入れながら検討してまいりたいと、こんなふうに思っておりますので、よろしくお願いし

ます。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   町長にお聞きしますけれども、昨日のどなたかの質問に対

する答弁の中で、東員町は子育て支援を非常に一生懸命やってきた。ほかより全部よい

と。どこか悪いところがあったら指摘していただきたい、というふうに豪語されておりました。

これから全町的に町内全部の地域で施設の一体整備を行って、全部が一斉に認定こども

園に移行することになれば、こんなことは全国、本当に東員町ぐらいしかないんじゃない

かというぐらいで、完成すれば、視察者が全国から殺到するのではないかと思います。 

 しかし、そこで胸を張って言えるのか。すごいだろうと言えるのか。建物は立派になって

も、もし調理室を３歳児以上だけなくしてしまって、１歳児、２歳児、３歳児未満の調理室し

かありませんよ。せっかく県が食育が大事だから、５歳まで調理室を、保育園・幼稚園、長

時間の子も短時間の子もつくりなさいよ、と言っているにもかかわらず、東員町がそれをし

なかったら、建物だけ立派だけども、中身が伴っていないようだったら、胸を張れないので

はないか。町長はどうお考えでしょうか。 



○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えさせていただきます。 

 先ほど教育長から、幼保のこども園の関係は、現在の幼稚園・保育園の一体的施設整

備が完了した時点で検討をしてまいります、ということでございます。今回の行財政改革

推進計画の実施計画の中には、こども園のことは入ってないんです。平成２０年まで。ま

だまだ年月が大分先の話でございますので、一体整備がきちっとできて、その後で検討に

入らせてもらいますと。一斉にやるのか、一園を試行的にやるのか、何も決まってないん

です。まだ２年も３年も先のことでございますので、そんなに私は、今ここでどうするこうす

る、ということを決定せんでもいいと思うんです。 

 そんなことでご理解いただけませんか。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   何かきょうは、教育長にも町長にもはぐらかされているような

感じがして、ちゃんとできないわけですけれども、実際、もうあと１カ所というか、１地域残

っている笹尾西・笹尾東の施設整備について、この後、全員協議会の場で行政の方から

説明があり、実際に笹尾第二保育園を廃園にしようか、ということも恐らく提案があると思

います。 

施設の一体整備というのは、認定こども園への移行と直結している。全町的に認定こど

も園に移行しようとする、そもそもの方針がある中で、まだ耐用年数が１０年も２０年も残っ

ている笹尾の保育園をほって、それぞれ新築をしようとしているわけですから、余りごまか

さないで、きちんと町民に対しては説明をしていただきたいと思います。 

 次に移ります。 

 ４点目、全国一斉学力テストについて、教育長に質問します。 

 文部科学省は来年４月２４日に、すべての小学６年生と中学３年生を対象に、国語と算

数・数学の全国学力学習状況調査を実施するとして、各自治体・教育委員会に対し、１２

月までに、参加か不参加かを通知するよう求めています。 

これに対し、愛知県の犬山市が、画一的な教育につながるとして、いち早く不参加を表

明したことが大きく報道されています。学力テストへの参加に法的な義務はなく、判断は



各自治体・教育委員会にゆだねられています。学校関係者の意見をしっかりと聞き、東員

町として参加しない決断をするよう、教育長に求めます。 

 日本は行き過ぎた競争教育によって、子どもたちの発達に障害が出ているということで、

国連子どもの権利に関する委員会から、二度も是正勧告を受けております。もしこの上、

全国一斉学力テストが実施されて、結果の公表が進めば、教職員・学校・地域・自治体間

で競争させられて、一層子どもたちの発達をゆがめていくことになるのは必至です。 

学力テストを導入しているイギリスやアメリカでは、テストによって徹底した学校評価が

行われ、成績の悪い学校には、さまざまな制裁が課せられます。学校現場に強いプレッシ

ャーがかかり、試験準備のために特別の授業を行ったり、点数を上げることに役立ちそう

もない実地見学や他の教科活動を中止し、かわりに機械的な暗記や反復練習に集中す

ることを強いられていると伝えられています。 

 成績の悪い生徒、外国人の児童生徒は欠席してもらった方がよい、などと排除していく

ことも、これから起きかねません。 

 政府は一斉学力テストを通じて教育内容に介入し、統制を強めようとねらっています。戦

前の教育に引き戻すことをねらった教育基本法改悪の先取りが、一斉学力テストにほか

なりません。 

競争による断片的な知識の詰め込みは、本当の学力ではありません。今、子どもたち

に必要なのは、自分と社会の未来を切り開く生きる力としての学力であり、それをはぐくむ

ために、国がすべきことは、教育にしっかりと予算をつけることです。 

ところが国は、３０人学級に背を向け、義務教育費国庫負担制度も縮小するなど、肝心

の教育条件整備をおろそかにする一方で、学力テストには巨額の費用をかけようとしてい

ます。本末転倒も甚だしいとは、このことです。子どもたちにとって百害あって一利なしの

全国一斉学力テストには断固不参加を表明するべきです。教育長の答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   掛布議員のご質問に、お答えをいたします。 

既にご承知のように、文部科学省は、平成１９年４月２４日に「全国学力・学習状況調

査」を実施いたします。今年６月にはその実施要領を定め、公表いたしました。その実施

要領によりますと、調査の目的は、全国的な義務教育の機会均等とその水準の維持向上

の観点から、児童・生徒の学力・学習状況を把握・分析することにより、国や各教育委員



会、さらに各学校が、自らの教育及び教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図るこ

ととしています。 

この目的にありますように、児童・生徒の学習状況を把握・分析することにより、学校で

の指導の成果と課題を明らかにするとともに、指導の改善を図っていくことは極めて重要

なことであると考えております。 

各学校におきまして、児童・生徒の学習状況を把握する場は、基本的には日々の授業

であります。しかし、加えて、学習状況をより客観的に把握・分析し、成果と課題を検証す

ることも必要であると考えます。 

その意味で、東員町では、中学校に入学した生徒を対象に、学力調査を実施してまい

りました。そして各学校はもちろん、町全体でもその結果を分析し、子どもたちの強みと弱

みを明らかにするとともに、弱みを克服するための具体的な取り組みを行っているところ

であります。 

掛布議員のご指摘のように、学力調査の実施により、自治体や学校間の競争や序列

化を加速させる結果になるとすれば、それは望むところではございません。先に述べた本

来の目的を達成させることが大切であると考えております。学力調査への参加につきまし

ては、関係者とも協議を行い、慎重に判断してまいりたいと考えておりますので、ご理解

賜りますようお願いをいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   またまた慎重に判断、ということでごまかされましたけれども、

なぜしっかり参加はしないと言い切れないんでしょうか。先生方も、参加するなという声を

上げておられるはずです。今、教育長もおっしゃったように、現在でも３年前から東員町は

学力テストを実施し、慎重に序列化にならないように、教育研究の会などで分析をし、東

員町の子はここが弱い、ということで改善を図っているわけです。今の状況で何が不足が

あるんですか。今ちゃんとやって、そして改善を図るように、東員町の教育指針に生かす

ことができているのに、なぜこの先、学力テストに参加しなければいけないのか。今、慎重

に判断したい、としか答弁がなかったことが非常に不満でなりません。今の状況で何か不

十分なことがあるとお考えなのか。そして、もし参加した場合、公表を迫られる可能性がな

いと言い切れるのかどうか。その点について、答弁を求めたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣征生教育長。 



○教育長（石垣 征生君）   現在私どもが取り組んでおります学力調査も、一応全国規

模ではございますけれど、今回は全国しっ皆調査ということでございまして、より客観的な

資料が得られるもの、というふうに考えておるところでございます。 

 公表を、ということでございますが、序列化とか競争化につながる恐れが払拭できており

ませんので、学校名とか個々の成績を公表するということはいたしません。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   もしも参加してしまえば、いくら教育長が公表はしないと、今

言い切られましても、いずれは周り周って公表を迫られていく。いずれは国のねらいどお

りに統制教育、管理が厳しくなり、序列化され、周りがみんな競争に追い立てられていく。

こうなることは目に見えております。断固不参加を求めて、一般質問を終わります。 

 


