
○議長（三宅 耕三君）      次に、１０番、山本陽一郎議員。 

○１０番（山本 陽一郎君）   おはようございます。１０番、山本です。 

 敗戦の余じん覚めやらぬ、昭和２４年１１月、羽田空港からパンアメリカン便で米国に旅

立った１人の科学者がおります。この方は、アミノ酸の一種、トリプトファンにかかわる新

酵素の発見がウィスコンシン大学のグリーン教授の目にとどまり、留学生として招かれた。

その人の名は早石修先生、若干２９歳であります。 

機体は、当時の新鋭機、ボーイング７７７。乗客の大半を米国のビジネスマンと軍人が

占める中で、１人だけ日本人と思われる中年紳士がしゃれたスーツ姿で、私を見つけて声

をかけてきた。「ちょっと下のバーに行きませんか」。 

大柄な黒人のバーテンが人ごみをかき分けるようにあらわれ、「何をお召し上がります

か」と、うやうやしく聞く。カクテルかウイスキーかと考える間もなく、くだんの紳士は、「ボイ

リングウォーター、熱湯を頼むよ、煮えたぎったやつをね」と、流暢な英語で注文した。 

変なものを頼むなあと、私は思わずバーテンと顔を見合わせた。ポットが運ばれてくる

と、紳士は、携帯用の茶器を悠然と取り出し、抹茶を立て始めた。まずはご一服。凛として

見事なお点前だった。 

そんないきさつがありまして、話題は、私の身の上や渡米の経緯などに移り、紳士は静

かに耳を傾けていた。ひとしきり話終えると、穏やかな声で語り始めた。 

「日本は戦争に負けたが、独創的な科学技術を発展させれば未来は開ける。その土台

となる基礎科学の振興はとても重要だ。日本はこれから欧米各国に大いに学び、すぐれ

た技術をどんどん取り入れるべきであろう。しかし、それにも増して大切なのは、日本人の

心と古い伝統である。君は渡米しても、豊かな物質文明だけに目を奪われるのではなくて、

日本の歴史と伝統を忘れないでほしい。私も日本人の魂を忘れないように、外遊するとき

には、日本の茶道具を持ち歩いているのだ。」 

こう述べられたということであります。その紳士の名前は、いまや世界のＳＥＩＫＯ、服部

セイコーの服部正次氏ということでございます。 

 これは今朝の日経新聞の「私の履歴書」に掲載されていた記事であります。これをまず

ご紹介をして、本題に入ります。 



 今日は、東員町における教育行政について、政治家たる町長と教育現場の司たる教育

長、そして、これに関連をいたしております環境問題について、生活福祉部長をまじえて、

少し議論をさせていただきたいと思います。 

 私ども議会は、一昨年でしたか、こういった一問一答形式の質疑に変えさせていただき

ました。これはなぜか。これまでの形骸化したやりとりから、本音で真剣に議会と行政と議

論をしなければいけない。それが住民の総意である。このような思いからであります。今

日は、どうぞ反論権を使っていただいて結構ですので、本音で議論をしていただくように、

まず求めておきます。 

 最初に、国の教育の基本であります「教育基本法」、これは昭和２２年３月３１日ですか、

公布されております。少し読んでみます。 

 我らは先に日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人

類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力

に待つべきものである。我らは個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成

を期するとともに、普遍的にして、しかも個性豊かな文化の創造を目指す教育を普及徹底

しなければならない。ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい

日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定するとあります。 

 そこで、まず町長、教育長から、教育基本法の真髄、これをどのように理解されて、教育

行政に反映されておるのかをお尋ねをいたします。 

 続いて、これは教育長にお尋ねをさせていただきます。 

日本の子どもたちの知力・体力の限界がいわれて久しいと思います。この原因は、果た

してどういうところにあるのか。教育長として、どのようにお考えなのかを、お聞かせをいた

だきたいと思います。 

その上で、世界の国々の中で、知力・体力の面で、日本がどういう位置にあるのか。国

別の指数といいますか、全体でなくて結構です。近隣の中国、韓国、米国、これぐらいのと

ころでお示しをいただきたいと思います。 

 そして、日本の中で、三重県の中で、私ども東員町の平均値といいますか、そういったも

のはどの辺にあるのかも、お示しをいただきたいと思います。 

 そして、多様化する国際情勢の中で、今求められているのは、日本人としてのバックボ

ーンとなるべき「愛国心」を育てる、そんな教育が必要ではないか、このように思います。



教育委員会が出している教育基本方針ですか、このどこを見ても、国を愛する愛国心とい

う言葉が出てきませんね。先ほどの教育基本法にも、つぶさに読んでおりませんので、わ

かりませんけれども、見えてこないようなんですけれども、こういった愛国心を育てる教育

が、今、必要ではないのか。そして、このことが日本の歴史や伝統を継承していく、そうい

う重大な日本人としての心の教育、そういうことにつながっていくのではないかというふう

に思いますので、その辺の教育指針といいますか、愛国心の助成をどのようにお考えな

のかを、教育長の方からお答えをいただきたいと思いますし、町長の方からも、ご意見が

あればお伺いをしたいと思います。 

 そして、本年度当初予算に、東員町の２校の中学校における空調施設整備の費用が計

上されております。私は、いたずらにこれに反対するものではありません。時代の流れ、

時代の趨勢ということであるなら、それで結構でありますけれども、この件につきましては、

昨年の１２月定例会の委員会で、いろいろ審議をさせていただきました。設計予算が出て

おりましたので、その中で議論をさせていただきました。 

そんな中で、ある委員から、このような指摘がありました。今の教育現場は大変なんで

す。あの６月、７月、８月の猛暑の時には、とてもじゃないけど勉強どころではない。そんな

教育現場を見ずして教育を語るなかれ、というお話をいただいた。 

そこで私たちは、この夏を待って、教育現場がどんな状態なのか。それほど過酷な中で

教育が行われているのか。これをつぶさに検証したい。そういう思いでおったところ、この

３月定例会に早々とエアコン設置の予算が出て、それはそれとして、では町長は教育現

場、猛暑の中で現場へ行って、その過酷な教育現場を視察されておるのかどうか。教育

長は、元教師であられますので、おわかりかと思いますけれども、財務関係、総務を含め

て、こういう予算組みをするときに、生の声を聞いて、実際立ち会って、予算書の中へ出し

てみえるのか。そのことをお尋ねをさせていただきたいと思います。 

 そして、昨日の質疑の中でありましたけれども、次の環境行政にも絡んでくるんですけ

れども、京都議定書が締結されておりますね。日本が議長国として、これをまとめ上げた、

そういった経緯があります。 

そんな中で太陽光発電、地球、環境に優しい太陽光発電、そういう手もあるんじゃない

ですかと。そういうこともよく検討しなさい、そういうお話もさせていただきました。教育部署

の方は、そういった太陽光発電について、どのように研究されたのか。 

委員会審議の中では、今の校舎の強度からいって、太陽光発電を設置するには強度

が足りないという、そんなお話もあった。そして、費用対効果の面からいって、大変高価な



ものにつながるというお話。そうであるなら、太陽光発電なら、１キロワット発電するのにど

の程度の費用がかかって、どうなのか。比較検討されたのかどうか。 

冗談じゃない。耐震補強工事をしているんですよ。多額の予算を使って耐震補強工事

をやっている。そんな中で、太陽光発電のパネルを置いて、もたないような補強工事なら、

やめておいた方がいい。そう思いませんか。そのことを指摘しながら、データをお示しをい

ただきたいと思います。 

 とりあえず、この辺で答弁をお願いをいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   山本議員の教育基本法の真髄をどのように解されているかに

ついてのご質問に、お答えをいたします。 

 戦後、私たちは日本国憲法を制定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と

人類の福祉に貢献するためには、教育の力においてほかにはなく、そのために教育の目

的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するために、教育基本法を制定したもの

でございまして、この理念は普遍的なものとして、今後とも大切にしなければならないもの

と考えております。 

よろしくご理解を賜りたいと思います。 

それから私へのご質問の中で、教育現場というんですか、現在の教室の状況、夏場に

おける状況は、きちっと確認しておるのかというご質問でございますけども、基本的に真

夏に行って、きちっと状況は確認はしておりません。 

しかし、今の社会情勢といいますか、各家庭での状況、また、私どもが学んだ時代とは

変わっておりまして、コンクリートの学校になっております。また、地球の温暖化、非常に

夏が暑いということも、昔とは変わっておると思います。 

私は勉強していただくには、最高の状態の中で勉強をしていただく。そして、運動すると

きには、炎天下であっても、暑い運動場とか、いろいろなところで汗をかいて体力をつくっ

てもらう。そんなことを思っております。 

そんなことで、近い市町村も、新しい鉄筋コンクリートの校舎をつくられる場合は、大概

エアコンはきちっと整備をされております。東員町の場合は、新築というか、改築はござい



ませんので、現在のコンクリートの耐震とかいろいろなことは、工事が終わりましたので、

普通教室にエアコンをつけていくということで、ご理解をいただきたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   山本議員の、教育基本法の真髄をどのように解されている

のかというご質問に、まずお答えをいたします。 

先ほどの町長の答弁と重なろうかと思いますけれど、戦後、我々日本国民は、国家運

営の根本原理として、日本国憲法を制定し、この理念を実現するために教育の力が必要

であるとして、教育基本法を定めました。教育基本法は、日本国憲法の理念を究極の目

標としまして、人格の完成と平和的な国家及び社会の形成者の育成を目的としておりま

す。これを受けて、私どもは行政は学習環境を整備し、学校現場では、日々の教育活動

全体の中で、心身ともに健全な児童生徒の育成に努めておるところでございますので、よ

ろしくご理解をお願い申し上げます。 

次に、日本の子どもたちの知力・体力の減退がいわれて久しいが、この原因について

のご質問でございますけれど、近年、児童生徒の学力や体力の低下が問題視されており

ます。学力低下につきましては、平成１５年に２つの国際的な学力調査が実施されました。

経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）により実施されました学習到達度調査によりますと、理科が

前回の平成１２年と同位の２位であったものの、数学が前回の１位から６位に、読解力が

同じく８位から１４位になりました。また、国際教育到達度評価学会（ＩＥＡ）により実施され

た学力調査におきましても、小学校の算数、理科が３位、中学校の数学が５位、同じく中

学校の理科が６位で、過去において、中学校の数学や小中学校の理科が１位であった時

期と、単純に比較いたしますと低下をしております。 

全体としての成績の低下は、上位層には変化はないものの、中位層の者が、前回と比

較して低下したために、成績の二極化が起こり、全体として成績低下を招いたものでござ

います。 

少し詳しく見てみますと、文章の読解力の欠如により成績低下を招いたものと考えられ

ております。この原因として考えられますのは、小さいころからの家族を含めたコミュニケ

ーションの不足や、あるいはメディア視聴時間の多さなど、幼児期からの生活習慣の乱れ

などが考えられます。 



このようなことから、本町では、平成１３年度から既に「１０分間朝読書」を実施し、国語

力アップに取り組んでまいりましたし、本年度は教育研究委員会を設置し、１０分間朝読

書の徹底、１０分間の国語力アップ、基本的な生活習慣の確立の提言を受けて、すべて

の保育園・幼稚園・小中学校で取り組んでおるところでございます。 

また、本町の子どもたちの成績といいますか、学力について、三重県での位置につい

てのご質問でございますけれど、県内全体でのデータはございませんので、比較すること

はできませんが、総合的な子どもたちの学力は、我々が実施しております全国的な学力

調査の結果によりますと、全国平均を上回っておる状況でございます。 

また、体力低下につきましては、少子化が進行する中で、幼児期からの集団による遊

びやさまざまな体験不足が大きな影響を与えているものと考えられます。このような状況

を認識し、本町では、同じ地域の子どもたちに適正な保育・教育環境を整備するとともに、

幼児期からの集団生活の充実と、遊びやさまざまな体験活動を通じて、子どもたちの心

身の健やかな成長のために努めているところでございます。 

また、愛国心の教育についてのご質問でございますけれど、愛国心だけを取り上げて、

私ども教育をしているわけではございませんで、学校教育全体を通じて、そういうものを培

っておるということで、ご理解をいただきたいと思います。 

以上、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      山本議員。 

○１０番（山本 陽一郎君）   空調設備の件で答弁漏れがあります。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   大変申しわけございません。 

 空調設備について、どのように検討したかということでございますけれど、私どもが独自

に検討したものでございますけれど、太陽光発電につきましては、例えば現在の中学校

の屋上に設置する場合には、屋根の構造、そういうものをつくる工事も必要でございます

し、さらに太陽光発電そのものを乗せるために、大変な重量が校舎全体にかかってくるわ

けでございまして、耐震工事をしたではないかと、こういうふうに仰せでございますけれど、

耐震工事は現在の構造の中での耐震でございますので、さらに重量が加わった場合の

耐震というは、もう一度、強度計算をした上で確認をしていくという作業をしなければなら

ないと考えております。 



また、太陽光発電、１キロワット、設置するのにどれぐらいの経費がかかるんやと。太陽

光発電だけでございますと、１キロワット当たり約２，０００万円程度かかります。それに、

さらに先ほど申し上げましたような工事費が加算されてくると、こういうことでございますの

で、どうぞひとつご理解賜りますようお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      山本議員。 

○１０番（山本 陽一郎君）   何か異なことを受け承ったような気がします。 

 １２月定例会で議決した設計予算、これには私たちは注文をつけたはずですね。太陽光

発電についても十分検討をするようにと。そうした中で、そういうこともおざなりの答弁で、

設計段階で、きちっとした検討がなされていないというふうに受けとめております。事業を

やる時には、例えば耐震補強をするときには、いろんなことを見越して、将来、中学校に

は空調設備が必要だということが見えているわけですから、そういったことを含めて、では

どうしようかというのが必要ではないかと思う。ただ耐震補強だと、今あるものをただ直せ

ばいい。補強すればいい。そんな感覚では民間では生きていけないということを指摘をし

ておきます。 

 前の教育長がいみじくもおっしゃった。弱い子ども、脆弱な子どもを育てる、その一番の

早道は、子どもたちの言うとおり、子どもたちの思うような施設整備をしてあげれば一番手

っ取り早い。そう喝破されたことがあったと記憶しております。 

今、世界の国々、中国やインド、あの大国がいよいよベールを脱ぎ出した。両方あわせ

て２０億人を超える人口ですね。ここが本当に豊かになって、本腰を入れて若者たちの教

育に乗り出してきたら、日本なんてひとたまりもありませんよという新聞の社説がある。そ

うした世界の国々と対等に伍していくためには、やはり心身ともに強い子どもを育てなきゃ

いかん。 

 そこでお尋ねをします。じゃあ、今、教育長の答弁の中で、知力・体力の低下が現実問

題としてある。こういうことですね。そうであるなら、空調設備を入れる。それも結構。では、

夏休みがありますね。夏季休暇ですか。これも要らないよ。この間、勉強させましょう。学

習要綱も変えて、もっとやりましょう。こういうことなら、話のつじつまが合ってくると思いま

す。日本人のこれまでの生活の知恵といいますか、暑い夏には勉強も身が入らんだろう。

じゃあ長い夏休みを取らせて、そして体を鍛えて、そしてやっていこう。そういうことであっ

たと思うんですね。そうであるなら、これだけ恵まれた施設整備をするということであれば、

そういうこともお考えなのかどうか、お答えをいただきたいと思います。 



 そして、一つ指摘しておきますけど、太陽光発電について、私も勉強しました。そして、国

内の有数の太陽光発電の企業とお話もさせていただきました。現に神奈川県の逗子市で

は、そういう取り組みをなされているということです。それはエアコンだけの電気ではない。

学校で使う照明とか、いろいろなものに対応できるようなことを、今やっておるそうです。私

も一度、研修に行きたいと思ってます。 

 そして、今年度か来年度でしたか、環境省としての補助金もつくというお話をお伺いしま

したので、ぜひその辺のところも勉強していただきたい。よければ一緒に研修に行ってま

いりたいと思いますので、そのことを申し上げておきます。 

 では先ほどの夏休みの件について、ご答弁をお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   エアコンをつけたら夏休みをなくして勉強するのかと、こう

いうご質問でございますけれども、あえて申し上げるまでもなく、ご承知のように、我々が

中学生時代のころは、ちょうど梅雨の明ける時期が高校野球の始まる時期だったんです

ね。ですから、ちょうど夏休みに入るころに梅雨明けがあって、それから３０度近い高温の

夏休みに入ったわけなんですが、ご承知のように、最近は気候が異常気象でございまし

て、６月、あるいは５月過ぎから、３０度を超える温暖化といいますか、これが進んできて

おるわけでございまして、我々が育った時代とは随分環境が変わってきておるわけでござ

いますので、私も根性論は特に否定をするわけではございませんので、どちらかといえば、

そちらの方も私は自分自身では持っておるつもりでおります。 

そんなことで、先ほど町長の答弁にもございましたが、学習環境を整えることによって、

私どもは、今まで暑い中で、例えば午前中授業で終わっていた部分が、昼からも授業が

できるようになりますし、夏休みに補習ができなかった部分も夏休み中に補習をする。そう

いうことができるようになるわけでございます。 

そんなこともございまして、特にエアコンをつけたから夏休みを短くする。そういうことで

はなくて、子どもたちの学習環境を整えて、有効に活用させていただいて、教育効果を上

げていきたい。そんなふうに考えておりますので、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）      山本議員。 

○１０番（山本 陽一郎君）   教育長、ぜひ「熱闘甲子園」に耐えられるような、そういう

子どもを育てていただきたいと思います。 



 そして、中部公園をつくった時に、行政は何ておっしゃられたか。屋根のない校舎。それ

から何か言いましたね。教育の森。そんなお話もありましたね。それなら暑くてどうしようも

ない時には、中部公園へ来ていただいて、まだ木陰はできないかな。そういったところで

大いに遊ばせてやってください。そのことを申し上げておきます。 

 そして教育長、揚げ足を取るつもりはありませんけれども、今の異常気象、これも考えて

もらわないといけないと思いますよ。中学校２校だからいいけれども、小学校６校あります

ね。これにもつける。日本全国みんなつけたら、どういうことになりますか。地球沈没です

よ。だから我々は勇気を持って、議会もそうですけれども、行政も勇気を持って対応してい

かなければならないということを申し上げておきます。 

次の課題、環境行政に入ります。これは生活福祉部長に聞きましょうか。お待ちのよう

ですからね。 

組織として、今、議論してきましたけれども、そういったときに生活福祉部長、あなたもそ

こへ立ち入って、京都議定書の精神はこうですと。こういう観点から、というお話をされたこ

とがあるのかどうか。まずそれをお伺いをさせていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）      太田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（太田 進君）   山本議員の環境行政についてのご質問に、お答えし

ます。 

まず、地球温暖化に向けた行政の取り組みについてでありますが、今日の大量生産･

大量消費･大量廃棄型の社会経済活動は、その物質的に豊かで便利な社会と引きかえ

に、地球温暖化やオゾン層の破壊、酸性雨、砂漠化といった、地球的規模の環境問題を

顕在させていることは周知の事実でございます。 

さまざまな環境問題を解決するためには、社会はもちろん、私たち一人一人のライフス

タイルを、環境への負荷の少ない循環型のものに転換していくことが必要であり、そのた

めには行政だけではなく、事業主、住民の皆さんの積極的な環境保全が求められていま

す。 

本町は、省エネルギー・省資源の取り組み、グリーン購入の取り組み、廃棄物の排出

削減とリサイクルの推進など、さまざまな事業･施策を通じて環境問題に取り組んでいま

す。 



また、昨年８月から、第１及び第３水曜日は「ノーカーデー」とし、職員はコミュニティバス

等を利用して通勤しております。 

また、毎週水曜日は「ノー残業デー」の実施を徹底し、節電に努めております。 

６月から９月の夏季の３カ月間は、議員の皆さんにもご協力をいただき、省エネスタイ

ル、いわゆるノーネクタイで業務に当たっております。 

次に、京都議定書の持つ意義と町の取り組みについてですが、昨年発行された京都議

定書は、先進国の温室効果ガス排出量について、法的拘束力のある数値目標を各国ご

とに設定されており、我が日本は２００８年から２０１２年までに６パーセントの削減を目指

すこととされております。 

温暖化の原因である温室効果ガスは、経済社会の広範囲な活動から発生するもので

あり、私たちの生活や企業の活動に深くかかわっています。このため、温室効果ガスの排

出量の削減には、国、町、事業者、住民の皆さんが公平に負担を分かち合って対策を進

めていくことが必要であります。 

さらに温暖化防止対策は、２１世紀、あるいはその先まで、温室効果ガスを長期的･継

続的に削減していく必要があり、このことを視野に入れて、短期間に効果を上げていく措

置に加えて、現在の大量生産、大量消費、大量廃棄の社会システムの転換をさせていく

対策を進めていかなければなりません。 

本町も行政サービスを行う主体であるとともに、地域最大の事業主及び消費者であり、

その活動が地球環境へ過大な負荷を及ぼしていることを再認識して、事業者や住民の皆

さんの範となるよう、温室効果ガスの排出・抑制に率先して取り組んでまいりたいと考えて

おりますので、よろしくご理解を賜りたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      山本議員。 

○１０番（山本 陽一郎君）   先ほど申し上げたましたが、町でいろんな事業をやります

ね。特に今回は教育委員会の空調施設の整備があります。その時に、環境行政のエキス

パートである生活福祉部長が、そういう場でそういう意見を述べられ、今、冒頭に演壇で

述べられたようなことを、教育現場で、教育長をまじえて、京都議定書の持つ意義はこう

ですと。そのためには東員町はこうあるべきです、というお話をされたのかどうか。それを、

まずお伺いをさせていただきたいと思います。 



○議長（三宅 耕三君）      太田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（太田 進君）   お答えいたします。 

 本町も、ご存じだと思うんですけど、平成１２年３月に、ＩＳＯ１４００１を認証取得しており

まして、その環境方針の中にも、地球にいかに負荷をかけながら営まれているかを日常

生活から認識していただいて、住民とともに、オゾン層の破壊、地球の温暖化などに影響

があるということを、環境方針に定めております。町長が最高責任者になっておりますの

で、町長以下全職員、研修もしておりますし、内部監査、あるいは更新審査もしております

ので、議定書の内容については認識していないんですけども、環境方針については全部

認識しているものと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      山本議員。 

○１０番（山本 陽一郎君）   町長が最高責任者、そういうご意見が出ましたので、最後

に町長に、これまでの議論を通して、次の世代を担う子どもたちの教育、そして子どもたち

が生活する自然環境・生活環境、これは重大であるということを、当然認識されておると

思いますけれども、いま一度認識した上で、これからの教育・環境行政をどのように推進

されていくのか、ご決意のほどをお聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 環境問題につきましては、東員町の場合は、先ほど部長が申し上げましたように、ＩＳＯ

１４００１、今年が更新時期で、既に更新の審査を受けさせていただきました。引き続いて、

環境問題について、ＩＳＯで全職員が取り組む。そんな中でございますので、これは町長と

いうようなことやなしに、全職員が認識をしております。今回で初めて受けてから２回目の

更新でございますので、いろいろなことを、もう一遍改めて原点に戻って考えようということ

で、全職員に指示をしております。 

そういうことで、行政にかかわる事業者の皆さん、また、町民の皆さんも環境を十分考

えて、これからはやっていただくということで、今後は外向きのことも考えながら、一歩、も

う一歩、進めたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 以上でございます。 



○議長（三宅 耕三君）      山本議員。 

○１０番（山本 陽一郎君）   「大和心人問わば、朝日ににおう山桜花」。八百有余年の

歴史と伝統に彩られた大社祭り、上げ馬、流鏑馬の伝統行事が間もなく開催される時期

でございます。当日の好天と、りりしい若武者等の無事を心より願うとともに、この勇壮な

鎌倉絵巻が次の世代に確実に継承されていくために、全力を挙げて支援することを、流

鏑馬保存有志議員の一人としてお誓いを申し上げて、私の一般質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（三宅 耕三君）      これより暫時休憩をいたします。 

 なお、再開は１０時５５分といたします。 

午前  １０時４２分  休憩 

午前 １０時５５分 再開 

○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。 

 一般質問に入ります前に、石垣征生教育長から発言を求められておりますので、これを

許します。 

 石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   先ほどの山本議員のご質問の、１キロワット当たりの費用

でございますけれど、１けた間違えておりまして、申しわけございませんでした。２００万円

ということで、よろしくお願いします。それと、あとは工事費ということでございます。申しわ

けございませんでした。 

 

 

 


