
○議長（三宅 耕三君）      続いて１０番、山本陽一郎議員。 

○１０番（山本 陽一郎君）   平成１８年もやがて暮れようとしている。その過ぎ行く日々

の早さは、まさに晩秋の夕陽のごとく、つるべ落としの感であります。 

 まず行政とは、ということで、私自身の議会活動への自責の念を込めて聞いていきま

す。 

 この４月以降、今日までの約９カ月間、年度途中ではありますけれども、町長、助役、収

入役は、この間、いかなる計画と決意をもって、この町の行財政運営を推進してきたのか。

また、残り３カ月余り、どのように締めくくっていこうとするのか、その成果を含めて、ご報

告をいただきたいと思います。 

 そして教育長には、この難しい時代における教育行政について、同様にご報告をしてい

ただきたいと思います。 

 ２点目に、それぞれの施策について少し検証してみたいと思いますけれども、町長の肝

いりで推進されたと思いますけれども、農産物研究委託について、お聞きをいたします。 

産学行（産業・学会・行政）の共同事業ということで、そうした美名のもとで、これまで研

究委託料４００万円、特許申請料４０万円が支出をされているはずですが、これまでの経

緯とその研究成果及び特許がなったのかどうか、まず建設部長から説明を求めたいと思

います。 

次に、ふれあいフェスティバルの見直しと存続について、今年で２０回目を数えるフェス

ティバルは、当初この町の特別な状況だと思いますけれども、団地と在来地区住民の親

睦と融和を図るために推進されてきたはずでありますけれども、このことはこれまで、そう

いった意味で十分に意義があったと思います。しかし、これまでさまざまな議論を交わして

きたように、現状を見てみると、多少、いや大きくマンネリ化しているのではないか。くじ引

きの景品をメインにしないと、住民参加が少ないという事実をどのように認識しているのか。

存続を含む、抜本的な見直しをすべきだと思いますが、これも建設部長の方から答弁をし

ていただきたいと思います。 

次に、現状の教育行政は、ある意味で聖域化され、硬直しているのではないかと私は

思います。 

○議長（三宅 耕三君）      質問事項を区切ってください。 



○１０番（山本 陽一郎君）   ではその３点から、まずご答弁を求めておきます。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   ご答弁をさせていただきます。 

質問事項は、この１年間、おのおのどのような計画を立てて、どんな思いで行政に取り

組んできたか、またその結果、どのような成果があったのか、簡単に総括を求めるという

ご質問でございます。私を含めて、助役、収入役、教育長、答弁に苦労されると思いま

す。 

私は、４年間の公約というものがございます。合併は別としまして、安全・安心のまちづ

くりの推進ということが一つ、福祉の充実、教育の充実、そして公共交通機関といいます

か、三岐北勢線・コミュニティバスの運行、そういうことを公約にして立候補をさせていただ

きました。 

最終年度でございますので、その公約を少しでも実現と申しますか、推進できるように

一生懸命取り組みをさせていただきました。まだ４カ月残しておりますけども、１００パーセ

ントということは申し上げられませんけど、まだ事業が途中のものもございますし、いろい

ろなこともございます。しかし、ある程度は手がけさせていただきましたし、事業も継続して

行っているものもあると思います。 

そんなことで、私としては公約させていただいたことは進捗をしておる、そんなことを総

括としてさせていただいております。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）      安藤修平助役。 

○助役（安藤 修平君）   町長と同様の質問内容でございますけども、私の立場をわき

まえて、お答えをさせていただきたいと思います。 

 計画につきましては、先ほど町長が大きな計画というのは述べさせていただきました。そ

れをどうするかということで、実行予算といいますか、３月定例会で予算という形でお示し

をさせていただいたところでございます。 

内容につきましては、これまでに住民の皆さんとお約束をさせていただいたもの、ある

いは町長が住民の皆様に政策として提案させていただいたもの、これらを中心に各事業

を展開させていただいてまいりました。その思いは、すべて住民満足度の向上に向けて



取り組んできたわけでございます。ただ、行政の基本的なスタンスとしましては、公平性を

求められるわけでございますが、議員もご承知のとおり、社会の成熟度が高まることに伴

いまして、住民の皆さんの要望というのは、子育てから生きがい、あるいは医療・福祉と、

個々それぞれ行政に求められるものが異なってきております。 

 このように非常に多様化した行政需用にどのように対応するかが、大変苦慮されるとこ

ろでございます。また、行財政改革を進める中で、行財政の効率的な運用も求められてい

るところでもございます。 

 そんな中で限られた財源、あるいは人的資源、これらを有効活用するべく、平成１５年度

からは人事評価制度に取り組んでいるところでございまして、今年度からは行政評価シス

テムにも取り組みを始めたところでございます。いずれも住民満足度の向上に向けての

取り組みでございます。これからも住民満足度の向上に向け、努力していきたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      中村次男収入役。 

○収入役（中村 次男君）   同じ質問でございますけども、私は行政から少し外れます

ので、私の職務についてのあれでご答弁をさせていただきます。 

 厳しい金融情勢ということもありまして、ペイオフの解禁がなされまして、公金の管理、こ

れが私の役目ということで、町民からいただきました大切な税金を安全に管理をさせてい

ただくということを第一の目標に、計画的に資金の運用を図ってまいりました。一時借り入

れのないように、限られた資金を１年間支払えるような努力をしてまいりました。これから

も金融情勢に耳を傾けまして、ある程度安定をしてまいりましたので、今後はより有利な

方法で、また定期預金等も考えて運営をしていく所存でございます。 

 今後も一生懸命に資金の管理に努力をいたしますので、よろしくお願いをしたいと思い

ます。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   山本議員のご質問に、お答えを申し上げます。 

 本年度の教育方針につきましては、３月の定例会で申し上げたとおりでございます。学

校教育では、一人一人の国民の人格形成と国家社会の形成者を育成するため、すべて



の学校におきまして、児童生徒に確かな学力、豊かな心、健やかな体の育成に努めてま

いりました。具体的には、本年度はまず学習環境の整備といたしまして、稲部小学校のプ

ール建設と中学校の普通教室に冷房設備を整備してまいりました。また、基礎学力向上

対策事業や特色ある学校づくり事業を行い、きめ細かく、行き届いた教育を実施するとと

もに、子どもたちの基本的な生活習慣の確立を目指した取り組みを進めているところでご

ざいます。 

 これまでの取り組みで充実が見られることとしましては、どの学校におきましても、特に

大きな児童生徒の問題行動もなく、落ちついた状況の中で日々の教育活動が展開されて

おりますし、毎年４月に実施しております学力調査では、年々学力の向上も見られており

ます。また、毎日の朝読書が定着し、基本的な生活習慣も徐々に改善されてきておりま

す。 

 幼児教育では、乳幼児期が生涯にわたる人間形成の基礎を培う極めて重要な時期であ

ることを踏まえ、子どもの視点に立ち、子どもの最善の利益を第一に考え、地域において

子どもが健全に育成される環境整備に努めてきました。 

本年１月には、稲部地区におきまして、幼保一体型の合築園舎を開園し、城山幼稚園

に保育園機能を付加する施設整備を着手いたしました。笹尾地区におきましても、保護者

の意向を調査するとともに、来年度の施設整備に向けて準備をいたしております。また、

本年１０月には、みなみ保育園に子育て家庭の支援を充実するため、ファミリーサポート

センターを開設いたしました。 

社会教育におきましては、生活様式や就業構造の変化などによる余暇時間の増大や

長寿社会の進展に対応するため、公民館講座など、生涯学習を推進してまいりました。ま

た、町民の健康増進の観点からも、城山テニスコートの改修をはじめ、より安全にご利用

いただくための施設整備を行うとともに、生涯スポーツ振興のために、総合型地域スポー

ツクラブ設立の準備を進めているところでございます。 

 以上、就任以来進めております教育充実計画の本年度の取り組みとこれまでの充実に

ついて申し上げました。 

今後ともご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   産、学、行の共同による農産物の研究開発の成果と見

通しについて、お答えを申し上げます。 



本研究の目的は、未利用資源を用いた新規樹脂材料開発及びその物理化学的特性

の調査を行い、材料としての有効性の検証を行うものでございます。 

平成１７年８月より筑波大学に、本町が提供できる未利用資源として、モチ米、古松樹

脂等の地域未利用資源を活用する研究開発を依頼いたしまして、本年６月に研究成果の

報告をいただいたところでございます。 

その成果といたしましては、モチ米を利用した場合、成分に問題が生じ、一般的に工業

原料用途に適さないことが判明したため、「もみ殻」や「ぬか」などの別の材料で、現在の

ところも継続して大学で研究を続けていただいております。 

今後は、本町といたしましては、追加費用をかけることもなく、素材原料の提供、または

アイデアの創造等により大学とのつながりを持ちながら、有効な成果が得られるよう考え

ております。   

大学側におきましては、将来的には知的財産権の取得を目指すために、さらに研究に

幅と厚みを持たせたいと申しておりますので、よろしくご理解のほどお願いいたします。 

次に２点目の、まちづくりふれあいフェスティバルの見直しと存続について、お答えを申

し上げます。 

本年で第２０回目を迎えました、まちづくりふれあいフェスティバルは、７月２９日に、多く

の町民の方の参加をいただきまして無事終えることができましたことを、この場をおかりし

まして厚くお礼を申し上げます。 

フェスティバルの見直しと存続についてのご質問ですが、先般開催いたしましたフェス

ティバル運営協議会にお諮りいたしましたところ、平成１９年度も開催するとの方向づけを

していただきました。実施日及び開催場所や運営方法の見直し等、検討課題もいただい

ております。今後運営協議会に再度お諮りし、決定していきたいと思いますので、よろしく

ご理解のほどお願い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      山本陽一郎議員。 

○１０番（山本 陽一郎君）   まず町長、助役、収入役からそれぞれご報告をいただき

ました。 



公約に沿って着々と計画を実施してきたということですが、その中には、これからの東

員町のまちづくりをどうしようかという、そういった思いが見えてこない。人口増が横ばい、

そんな中で、どうしても人口増を図らなければいけない。そんな中で、これまで町長はいろ

んなことをおっしゃった。長深地区への企業誘致、また団地の誘致、そして大木住宅地の

跡地利用、あるいは今日の一般質問でも出ておりましたけれども、弁天山のサンジルシ

球場の跡地利用についても、何ら自分から、自分の意思でもって企業誘致しよう、人口を

ふやさなければという思いが伝わってこない。企業立地対策特命監に丸投げしておいて

いいはずはない。何度も言うようですけれども、ご自分の思いで、ご自分のお考えで町を

引っ張っていく。そういう決意が見えないのが残念だということをご指摘しておきます。 

 助役、行政は最大のサービス産業なんて私は思っておりません。そういう時代は終わっ

たと思っています。いかに効率のいい行政を目指していくか、そういうことを考えていかな

ければいけない時代ですね。 

 そんな中で、職員方のトップであるあなたの町長への助言というのか、そういうのが非常

に大事なんだろうと思っております。ただ唯々諾々と公約に沿って、いや、この３月の予算

決定を受けて、それを粛々と進めていけばいい、そういう思いではないはずですね。何と

かして自主独立の東員町を目指すために改革をしよう、行財政改革をしなければいけな

いという、そういう思いを見せていただきたいと思います。もう一度、その決意を聞いてお

きます。 

 収入役、公金の管理が最大の仕事だというお話、それはそれで大事なことなんだろうと

思うんだけれども、平成１９年度は収入役制度が云々という話もありますね。そんな中で、

公金の出入りのチェックだけでのんびりしていてもらっては困る。それはもちろん、三役と

の協議の上でやってもらわなければいけないんだけれども、もっと今、緊急の課題はこの

町にとって何なのか。合併しない、できない東員町であるなら、いや、望むところであると

いう考えをもって、行財政改革の先頭に立つぐらいの優秀な人なのだから、ぜひそういう

決意で臨んでいただきたいと思います。 

 それぞれ、もう一回だけご答弁を求めておきます。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   ご答弁をさせていただきます。 

 基本的に東員町に今求められておるのは、財政の確立です。歳出カットというのも大変

重要でございますけども、その前に入りを図るということです。財政をいかに伸ばしていく

か、そんなことだと思っております。当初から私は、それにはやはり人口増を図る。そんな



ことで条例も敷かさせていただきまして、新しい町民を迎えて元気なまちをつくるということ

で、今回の国勢調査後、東員町の市街化区域の住居区域、今の大木の住宅付近の状況、

また市街化区域の六把野新田の状況、鳥取地区の状況、一度見ていただきたいと思いま

す。今、どんな状態になってきておるか。これからも開発が動きそうでございます。十分そ

の辺を、近々の動きを一遍見ていただきたいと思います。 

 長深のインター付近のいろいろの企業、イオンの進出につきましては、近々、東海農政

局にも陳情をさせていただきました。ただ、まちづくり三法という法律が通っておりますの

で、当初から非常に厳しいということは、皆さんにもお話をさせていただきました。 

そんな中でございますけども、もともと道路のインターチェンジということで、そこにイン

ターチェンジができて大きな道路が走るということで、１０年前に地主の皆さんが大切な農

地を買収に応じていただいたという、そういう経緯から、ただ道路が遅れたために、本来で

あればイオンもそこで営業をやられている、できておらないといけなかったところが、いろ

いろの国の道路行政と申しますか、そんなことで遅れたということで、県の方と国の方へ

陳情もさせていただいております。厳しいのは依然として厳しいですけども、何とか農振・

農用地を外してもらいたいということで、お願いに上がっております。 

 大木住宅の跡地につきましては、いろいろお話は原課の方にはしておりますけど、少し

遅れておりますけども、これも住宅地として将来どうしていくか、早急に決めさせていただ

きたいと思います。 

 弁天山の開発につきましても、今の時点では、あの地域は山林ということで色が塗られ

ております。それを開発を伴った工業適地というふうに切りかえていくという非常に厳しい

ところがございますので、言ってすぐにできるものではございません。都市計画上の手続

をきちんと踏んでいかないと開発はできませんので、そこら辺もひとつご理解をいただき

たいと思います。 

 私はそう焦ってはおりませんので、東海環状線のオープンに向けて、今、東周りはでき

ました。あの付近の状況を見ていただきますと、非常に企業進出で土地が足らないと言わ

れております。今度西周りが９年後と言われておりますけど、それを目途にきちっと工業

用地をつくっていく。そうすれば、必ず企業は目を向けられる、そんな思いでおります。決

して焦っておりません。十分皆さんと議論をしながら、工場適地をつくっていきたい。町民

の皆さんの中には、そんなに焦らんでもいいと。一生懸命知恵を出して、将来をきちっと

見据えてやっていけということもございますので、どうぞご理解をいただきたいと思いま

す。 



○議長（三宅 耕三君）      安藤修平助役。 

○助役（安藤 修平君）   お答えをさせていただきますといいますか、改めて思いを述

べさせていただきます。 

 基本的にはサービス産業ではない、とは言い切れないと思いますけども、いかに効率的

にやるか、コストを余りかけずにやるかということにはつながっていくと思います。人事評

価制度につきましても、人材の育成というのが大きな目的でございますので、限られた職

員、そんなにふやす都合にいきませんので、限られた職員で対応していかないといかんと

いうことで、そういう制度にも取り組ませていただいておりますし、もう一つは行政評価で

ございますけれども、これも何でも承りますということではいけない社会になってきておる

と思いますので、その辺は必要かどうかというのもしっかりと把握して進めていきたい、と

いうことで取り組んでいこうとしておるわけでございます。 

昨日でしたか、一昨日でしたか、千葉県の我孫子市が１，１００の事業を行政の手から

離れる分は離したいということで、民間に募集をかけております。東員町も即そこまでいく

のかというところは、また議論は別でしなければいけないと思いますけれども、姿勢、考え

方としては、そういう方向にも進んでいくべきであろうということも考えておりますので、そ

んな方向に進んでいかざるを得ないし、いくべきだとも考えておりますので、ご理解いただ

きますようお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      中村次男収入役。 

○収入役（中村 次男君）   今、山本議員がおっしゃられました気持ちといいますか、そ

れは今も十分持っておりますので、ご理解賜りたいと思います。 

 私も合併の当時からずっと携わっておりまして、単独になったということで、財政的な面

には十分配慮しておるのですけれども、直接、職務上、行政にタッチしていないところがあ

りますので、そういった要請が町長の方からあれば、一生懸命努力させていただきますの

で、よろしくご理解賜りたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      山本陽一郎議員。 

○１０番（山本 陽一郎君）   助役、一言だけ誤解があるといけないものだから言ってお

くんだけれども、行政にサービスは要らないとは言ってない。最大のサービス産業ではな

いということですので、理解しておいていただきたいと思います。 

 次に建設部長、ふれあいフェスティバルについて聞いてみたいと思います。 



 今、飲酒運転の事故とか、いろんなことが報道されていますね。それだからやめてしま

えという話ではないんだけれども、町が主催者となって、飲食が伴う行事を指導していい

のかなという思いがあるんですね。せっかく議長のご尽力をいただいて、町に観光協会が

設立されてますね。そうした中で、これからフェスティバルだけではなくて、大社祭りにしろ、

農業商工祭でもそうだけれども、そういった意味も含めて、脚光を浴びていかなければい

けないと思う。観光協会なるものがね。そういうことも一度考えてみたらどうかと思う。町主

催の、そういったことに対してはね。先ほど助役がおっしゃったでしょう、我孫子市の例で。

いろんなことを考えていかなければいけないという、そういうことであるなら、やはり私は、

このフェスティバルについては、もうそういう時期が来たんだろうと。もし何か万が一のこと

があったら、各自治会の会長や各自治会、そして警察やその他、参加される団体に大き

な迷惑がかかる。ということであるなら、抜本的に考えてもらいたいと思いますので、その

辺のところをもう一度ご答弁を求めておきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   確かに飲酒運転となりますと、えらいことになりますので、

そこら辺は十分また運営協議会とかということで、一遍提案もさせていただきまして、検討

もさせていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）      山本陽一郎議員。 

○１０番（山本 陽一郎君）   もっと大きな声で言ってもらわないと、真意がどこにあるか

余りよくわからん。 

運営協議会に諮るのはいいけれども、町としてどうなんですかという質問をしているわ

けです。町として、今私が言ったようにこういう問題点がありますよと。そして最初申し上げ

た、団地と在来地区との親睦や融和のために、これを始めましたよと。だけど２０年たって、

もうその目的が、全部とは言わないけれども、ある程度達成できた。そして、それぞれの

区というか、自治会には、祭りを持っているわけです。城山祭り、盛大ですね。笹尾の祭り、

みんなが来る。団地だけではない、在来地区でもあるでしょう。長深や中上や六把野から

たくさん。そんなところに町はもっと力を入れていったらいい。 

そして、言うように、ふれあいフェスティバルがどうしても必要ということであるなら、まち

づくりという名がかぶっているわけだから、先ほど申し上げたように、観光協会とか、そう

いったいろんな団体がこれから活動していただかなければいけませんよと、そういったとこ

ろへの委託を含めて考えるべきですよという話をしている。それに対して、担当当事者で

ある建設部長はどのようにお考えですかというお話を聞いている。運営協議会に諮ってな



んて、それも大事なことですよ。だけども、担当がきちっとした方針を示さなければ、どうす

るんですか。もう一度、しっかりとした答弁をしていただきたい。 

○議長（三宅 耕三君）      太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   せんだっての運営協議会でも、方向性としては実施する

ということでありますので、主催とか、運営の方法とかということも課題になっておりますの

で、当然、自動車に乗れば飲酒運転ということは法に触れるということでございますので、

そこら辺は十分課内でも検討しまして、運営協議会にも提案していきたいと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      山本陽一郎議員。 

○１０番（山本 陽一郎君）   ぜひしっかりした議論をしていただきたいと思います。 

 次に、農産物研究委託について、もう一度聞いてみたいと思います。 

 建設部長、研究したけれどもダメだったというのは、成果とは言わないの。モチ米で考え

たんだけれども、研究した結果ダメだったというのは成果とは言わない。ただ研究しただ

け。それも税金を使って。 

特許を取れたのですか。最初の町長のふれ込みだと大きな話だったね。私たちは、そ

んな捕らぬたぬきの皮算用はしてもむだだよという話をしたんだけれども、途中からうるち

米、日本人の主食の米を使って、一部なんだけどポットをつくろうとか、そんな話はまさか

町長が自分でお考えになって、筑波大学へ行って、そんな話を決めてきたわけではないと

思うんだけれども、この問題は私、どうしても腑に落ちない。ゼロがあと２つ３つつけば別

ですよ。４００万円で、そんな大きな研究ができるとは思っても、私はいないんだけれども、

やってしまったということです。 

今後予算を使わずに研究を続けたいということなんだけれども、予算を使わずに研究

できますか。筑波大学で、そんな奇特な学者がいるのですか。そんなはずないでしょう。だ

ったら、この農産物研究については、残念ながら成果がありませんでした、もともと無理で

した、ということをはっきりお認めになって、撤退すべきだと思いますけれども、いかがです

か。それでもなお研究を続けるんですか。意地の悪いような話だけれども、もう一度、ご答

弁を願います。 



○議長（三宅 耕三君）      太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   今の成果というんですか、成果ではないわけですけど、

今の段階では知的財産権というものはまだ取れることはできません。ただ、大学の方で実

用できるかどうか、材料の構成というか、そのあたりを違う面で研究もしていただいており

ますので、継続してやってもらっておるということでございます。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      山本陽一郎議員。 

○１０番（山本 陽一郎君）   建設部長、非常に苦しいんだろうから、これ以上追及はし

ないで次に進みたいと思います。 

 余り時間もないのですけれども、教育長にお尋ねをします。 

 教育とは。先ほど平成１８年度の当初からの計画、そして実行等について、詳細にご説

明をいただいたので、余り質問するところがなくなっているのですけれども、国会で今、教

育基本法の改正が議論されていますね。多分、政府自民党・公明党のご意見のように決

まっていくんだろうと思いますけれども、私はそれ以前の問題として、教育委員会のあり方、

いろいろな問題が今出てますね。学校の先生が変なメールを打ったとか、そんな話。そし

ていじめ問題で、子どもたちが亡くなった。そのときに、ただ頭を下げるだけで何の対応も

していないというか、そういう感じがしてならないんですね。そして問題は、当事者である

学校長、校長先生と教育委員会との関係というか、それがどうもうまく連携が取れている

のかな。私はやはり、教師を見たり育てているのは校長先生だと思うんですね。そういう

先生が任命権があって、そしていろんな問題に対して対応していかなければいかんという

のが、私の考えですけれども、それが普通だと思うんですね。そして、そのバックアップは

教育委員会がしますよと。そういう話でないと、幸いにして、東員町にはそういう話はあり

ませんよということで喜んでいるんですけれども、いじめの問題ですね、そういった問題が、

決してなくならないし、東員町に波及しないとは言い切れないのではないかなと。現場を

預かる校長先生にもっともっと権限移譲していただくか、それとも、もっと密接に連携を取

りながら、現実にやっていただいていると思いますけれども、そういったことが必要でない

かと思うんですけれども、その辺のところのお考えだけを、簡単にお聞かせをいただきた

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）   山本議員のご質問に、お答えをいたします。 



 現在、国会で審議されております教育基本法の改正に伴う町の教育改革についてのお

尋ねでございますが、教育は人格の完成を目指し、平和的な国家及び社会の形成者とし

て、心身ともに健康な国民を育成することを期して行われるものでございます。そのため、

国や地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するとともに、その実

施に責任を持つことが重要であります。 

 昨今、義務教育の構造改革が進み、さまざまな権限が地方に移譲されようとしておりま

す。その中で、地域に根差した教育行政を責任を持って行うのが、教育委員会に課せら

れた責務だと考えておりますし、一方で、教育行政力の差により、義務教育に格差を生じ

させることがあってはならないことと考えております。 

これまで、私どもは、保育・教育の環境整備を進めるとともに、子どもたちの生活及び

発達や学びの連続性を踏まえた総合的な幼児教育の充実に取り組んでまいりました。ま

た、小中学校におきましては、基礎基本の確実な定着と子どもたちの基本的な生活習慣

の確立を図る取り組みを進めてきたところでございます。 

これからも、先を見通した積極的な教育施策を展開し、本町教育のさらなる充実を図る

ため、教育委員会事務局体制の強化にも努め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）      山本陽一郎議員。 

○１０番（山本 陽一郎君）   ご答弁をいただきました。答弁で、学校長当局との連携、

文部科学省や県の教育委員会から、いろんな制約があるんだろうけれども、町でできる

範囲で学校長への権限移譲とか、大きな連携プレーが今こそ必要であると思うんだけれ

ども、その辺のお考えについて聞いておきます。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   山本議員のおっしゃるとおりでございまして、私ども教育委

員会は、学校現場をいかに働きやすくできる体制をつくるか、そういう支援をするかという

ことでございまして、もちろん、学校のことは校長先生が全責任を持って行うわけでござい

まして、私どもはそれを支援をさせていただくと、そういう立場を貫いておるわけでござい

ますけれども、今年度から、いわゆる教育委員会の北勢教育事務所がなくなったわけで

ございますので、そういう面では、私ども教育委員会、もっと専門性を高めて、学校現場を

支援できるよう努めてまいりたいと、こんなふうに考えてございます。 

○議長（三宅 耕三君）      山本陽一郎議員。 



○１０番（山本 陽一郎君）   ぜひ学校現場の声が地域や、また議会、そして行政へ直

接届いてくるような、反映できるような、教育長としてご指導を願いたいと思います。 

これまでいろいろ聞いてまいりました。 

最後に町長に申し上げておきたいと思います。 

この９月定例会の本会議中の休憩時間に、こういう会話があったことを思い出していた

だきたいと思います。私の一般質問中、福島県矢祭町での研修をもとに、町の抜本的な

行財政改革を求めた、そういった趣旨の質問をしたと思うんですが、そのことについて、先

ほど申し上げたように休憩時間に、矢祭町と東員町は人口や財政規模が全然異なってお

ると。そんな中で比較は非常に難しいと、そんなお話がありました。そして我が東員町は

財政的に恵まれているということを、職員のみんなが認識しているというか、そういう思い

で見ていると。だから、なかなか改革、改革と言っても難しいわね、山本議員、というお話

をされた。私はそのとき、おごる平家は久しからずという言葉を返したはずです。町長、あ

なたはこの町の最高責任者です。本当に今のぬるま湯の行政でいいというなら別ですよ。

だけど、自主独立の東員町づくりを目指してみんなで頑張っていかなきゃいけないというと

きに、冗談であれ、そういう発言はお慎みをいただきたいと思います。ぜひ来年、３月いっ

ぱいの任期を、町長をはじめ三役、教育長、幹部の皆さん全員が、新しい年を迎えるに当

たって、決意を新たに頑張っていただきたい。このことを要望して、私の一般質問を終わり

ます。 

ありがとうございました。 

 


