
○議長（三宅耕三君） 一般質問を続けます。 

 ４番 山口一成議員。 

              （４番  山口一成君  登壇） 

 ○４番（山口一成君） 12 時少し回るかもわかりませんですが、午前中最後の質問に立

ちます。 

 大きく４点に分けて通告がしてあります。 

 その第１番目でございますが、テレビのことについてでございます。 

 50年代三種の神器と言われておりましたテレビでございます。私たち現代生活する

中で、なくてはならない存在になっておるテレビです。そのテレビが映らなくなるという

不安を住民に抱かせるとは、一体誰がどこで決められたんか、責任をどう誰が取る

のですか、聞きたいのです。不安の原因はまず知らされていないことです。町では私

の知るところでは、今までに地上デジタルに関した質問を同僚の３人の議員が質問

してみえます。また今年の町報３月号に、町長と語る会というのがありました、そこの

中に少し出ておりました。 

 それから町報の５月号ですね、今年の。行財政改革検討委員会の報告として、２～

３行小さく出ただけです。私が詳しく知り得たのは、今年５月放送事業課が住民アン

ケートを取る段階で詳しく知った次第です。地上波テレビ放送の電波を送る仕組み

が、現在のアナログからデジタルに変わること、アナログ放送は 2011 年、平成 23 年

７月24日で打ち切られるので、翌25日からは地上デジタル放送を受信できる装置が

ないとテレビが映らなくなること、こう説明されてもそれだけではうなづけませんでし

た。 

 不安の根本には町民の多くが地上デジタル化の計画に納得していない現実があり

ます。町民の声として９点、今から述べます。 

 第１点目は、なぜ変えられるのかということです。 

 ２つ目は、受信するための装置はどうなるのかということです。 

 ３点目は、費用は自分で負担するしかないのか。 

 ４点目は、テレビが３台あるが、３つ装置が要るのかということ。 

 ５点目は、ＮＨＫや民報が納得できるように説明すべきだ。国民を無視した計画で

はないのかということです。 

 ６点目は、テレビを無理矢理買い替えさせるのは不当ではないか。 

 それから７点目です。全国、今１億台以上あるテレビはどうするのかということで

す。 

 ８つ目は、今のテレビにチューナーを取り付けるのに、いくらぐらいかかるのかとい

うことです。 

 ９つ目は、買い替えできない人はどうするのか。 



 以上、９つが町民の声です。このような声の中で、私が説明できたのは４つでした。

次の６つについて答弁をお願いしたいと思います。 

 一つは、なぜ変えるのか。国民を無視した計画ではないのかということが１点目で

す。 

 ２点目は、テレビ放送が今まで使っていた電波はどうするのかということです。 

 ３点目は、テレビを無理矢理買い替えるようにということは不当ではないかというこ

とです。 

 ４点目は、１億台以上あるテレビをどうするのかということです。 

 ５点目は、買い替えできない人はどうするのか。 

 それから６点目は、少し外れますが、５月にアンケートを取られましたが、集約され

ていたら結果を聞かせていただきたいということです。答弁をお願いいたします。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 近藤洋総務部長。 

              （総務部長  近藤洋君  登壇） 

 ○総務部長（近藤 洋君） ただいまの山口議員さんからのテレビ放送がアナログ放送

からデジタル放送に変わることについてのご質問に、お答えをいたします。 

 まず、私のテレビが４年後には映らなくなるのですかという町民の方の声があると

いうことで、何点かお聞きしたわけでございますが、現在、多くのご家庭でご覧になら

れておりますデジタル放送に未対応のテレビにつきましては、地上波デジタルチュー

ナーを取り付けることで現在と同様にテレビをご覧いただくことができます。また、な

ぜアナログ放送からデジタル放送へ変えるのか納得していないという、そういったご

意見につきましては、これにつきまして国の施策によるところでもありますが、現在の

日本では通信や放送などに使用できる電波は無限ではなく、一定の周波数に限られ

ております。テレビ電波をデジタル化することにより、放送の帯域を減らすことができ

ます。この空いた周波数を他の用途、例えば携帯電話等を利用し、電波の有効利用

を図っていくと伺っておりますが、今後におきましてもデジタル化への正確な情報を

住民の皆様へお知らせできるよう、総務省の東海総合通信局などへ周知の依頼を

お願いをしているところでございます。 

 次に、プラムチャンネルの住民アンケートの結果についてのお尋ねでございますが、

住民の皆様から無作為に、 1,000 名の方々を抽出をさせていただき、実施させてい

ただきましたが、対象期限を５月 31 日といたしておりまして分析を含めた結果につき

ましては、現在集計中でございます。なお、回収の数につきましては 474 通で回収

率は 47.4％となっております。よろしくご理解のほどお願いを申し上げます。 

  



 ○議長（三宅耕三君） 山口一成議員。 

 ○４番（山口一成君） 今のお答えなんですけども、チューナーを付けるだけではなしに、

アンテナも必要であるというふうに聞いておるわけですけれども、その点はどうかとい

うことを一点です。 

 それから総務省のこのパンフレットが電気店には置いてあります。その中で今まで

のテレビ放送が使っていた電波はいろいろな目的で皆さんの暮らしに役立てていき

ますと書いてあるんですが、いろいろな目的とはどういうことかを答弁お願いしたいと

思います。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 近藤洋総務部長。 

 ○総務部長（近藤 洋君） お答えをさせていただきます。 

 現状のテレビの画質で問題ない方につきましては、デジタルチューナーを取り付け

て、テレビを見ることができます。今現在言っておりますのは 2011 年からにつきまし

てはアンテナを立てて視聴していただく方法と、現在、東員町におきましては勢慶映

像ネットワークのほうへお願いをして、そこから町内全域に放映をさせていただいて

おりますので、その方向か、アンテナを立てていただく方向になろうかと思います。 

 それとパンフレットの関係でございますが、いろいろなことに役立てるということでご

ざいますけれど、これ電波の有効利用ということ、それから多様なサービスを実現す

るということ、それから情報の基盤をきちっとするということ、そういった方向で国のほ

うでデジタル化が推進されているところでございますので、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） 山口一成議員。 

 ○４番（山口一成君） よくいうケーブルテレビを利用するという方向での答弁であったと

思います。 

 それから電波をどうするのか、いろいろな方向と目的がということですけれども、こ

れは地域が限定されてきておりますけれども、私の知る範囲では一番大事なことは

一つは短波ですね、例えばよく言う警察官が使っておる短波です。これは全然私た

ちにも教えていただけませんですけれども、双方が同じチャンネルに合わせればき

ちっと聞き取ることができるということです。それから最近自衛隊で問題が出ておりま



したですけれども、自衛隊の問題も僕はその中に含まれるんじゃないかしらんと思い

ますし、またよく言う、この間ドイツで８人の首相の方が寄られたりしました。そういう

ような中での暗号であるとか、そういう電波もこの中に入るんじゃないかしらんという

ふうに思っておるわけです。そういう観点から、電波は公共のものであるということを

忘れないようにしていただきたいと思います。 

 それから次に１億台あるテレビなんですけれども、そのテレビはどうするのかという

ことと、買い替えできない人はどうするのかということについて、再度答弁をしていた

だきたいと思います。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 近藤洋総務部長。 

 ○総務部長（近藤 洋君） お答えをさせていただきます。 

 日本国内で約１億台ということでございますけれど、平均しますと各家庭に３台程

度があるんかなということで思っております。これにつきましては地上デジタル放送を

見るデジタルチューナーを取り付けて見ていただくことになります。ただ、買い替えを

行われるという方でございますと、現在もそうでございますけれど、リサイクルセンタ

ー等へ個人で持ち込んでいただく方法になろうかと思っております。以上でございま

す。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 山口一成議員。 

 ○４番（山口一成君） この１億台あるテレビなんですけれども、このごろ廃品業者がマ

イクで地域に放送されていきます。その中に今まではテレビのことが入っておりませ

んでしたですけれども、テレビも買いますよとか、テレビも回収しますよということが入

ってきておりました。 

 ですから、やはり家電業者の儲けであったり、またはこれを廃棄するかしないかは

別として、または外国へでも売られるのかなというような気がしてならんわけですが、

買い替えできない人はどうするのかということですが、テレビを楽しみにしてみえるの

は本当にお年寄りの方が大変多いわけでございます。そういう中でのちほどまた言

いますけれども、６月１日は電波の日でございます。町のデジタル放送の業務の委

託報告書というのは出て、この前見せていただきましたこれですけれども、これを見

ますと町民への負担というものは、ある程度負担していただかなきゃならないという

ことが書かれておりますし、説明の中にも聞きましたですけれども、町民負担が少な

くなるような交渉を行っていただきたいなというふうに思いますが、いかがですか。 



  

 ○議長（三宅耕三君） 近藤洋総務部長。 

 ○総務部長（近藤 洋君） お答えをさせていただきます。 

 議員の皆様方につきましては東員町デジタル放送対策業務関係の報告ということ

で、議会の全員協議会でいろいろご説明をさせていただいておるところでございます。

そういったものと、それから先程申し上げましたところのアンケート調査、その結果を

ただいま分析を進めておりますので、そのところもあわせて今後の東員町どうやって

いくかということで、方向付けをさせていただ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。 

 町民の皆様への負担につきましては、そういった検討の結果どうなっていくかという

ことも考えられますので、その点よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 以上でございます。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 山口一成議員。 

 ○４番（山口一成君） 住民アンケートのことについては、５月いっぱいだということでご

ざいますので、住民アンケートの内容を提示していただいたということは、私議員にな

って初めてでございました。先日も教育委員会からいただいた、町の子ども生活アン

ケート調査結果というものも大変良いものだと思っております。そのようにしてほかの

部署もそうあってほしいなというふうに思います。調査の町の目的は、ケーブルテレビ

放送施設をどうするのかというような方向に目がいっておるような気がしてならないこ

とを最後に申し述べて、２点目のほうに移りたいと思います。 

 ２点目でございますが、２点目は少子化問題についてお尋ねいたします。 

 先日の新聞報道によりますと、出生率が 1.29 から 1.32 に上昇したという報道が

なされておりましたが、なかなか２人までいかないわけでございますが、東員町の歴

史の中で昭和 50 年の 10 月１日には１万 770 人でございました。それから昭和 61

年 10 月 30 日には２万人でございました。平成 19 年の４月町報を見たわけですが２

万 6,194 人と出ておりました。一つ驚いたことなんですが、平成 17 年３月発行のこの

東員町の次世代育成支援対策地域行動計画なるものの 22 ページに、平成 19 年度

の総人口の見通しが２万 5,876 人と出ておりました。20 年も同じように機械的に２万

 5,876人だと書いてありました。21年は少し減って２万 5,778人と、どうか知りません

が 90 何人減っておるだけです。これでは到底３万人の町にはならないと私は思いま

した。行政当局の統計予測が過保護の数字なんです。統計学上こうなったとは私は



思いますけれど、人口減少が当たり前という考え方が根本にあるのではないかとい

うことが考えられるわけです。 

 しかし、強制合併論が出まして、単独の道を選択した我が東員町です。人口流出を

止めるということ、そして人口増の選択へと自立への舵取りを取ったわけです。人口

が増になるように努力の道をやはり歩み続けなければならないと私は思いますが、

先日の１日の日に町長の所信表明がございました。先程も藤田議員が所信表明の

ことに触れられましたが、町長の所信表明の１ページの一番下のほうに、安心・安全

のまちといたしまして、急速な人口減少はあらゆる場面で活性化のために阻害要件

となります。人口の減少を抑制し、人口を増加させるために云々と、ずっとこう人口増

のことがうたってございます。 

 そこで、人間が生み育てるために最も必要とされることの中で、今まで少子化論議

がたくさんなされてきておりましたが、無視されてきた問題が二つございます。一つは

お金の問題です。 

二つ目は結婚の問題。お金がある程度なければ結婚生活が営めないし、子どもを育

てるのにはお金がかかります。子どもを持ちたくても相手がいなければ子どもは生ま

れません。また逆に子どもを持ちたくなくても子どもができてしまうことがあります。普

通少子化論のときの要因とされる中で、四つほどあります。女性の高学歴化、仕事

を継続したい女性が増えたとか、結婚意欲の減退であるとか、同棲未婚等があげら

れております。でも夫婦が子どもをこれ以上持てない理由の第１位は、人口問題研

究所の出生動向調査によりますと、子育てや教育にお金がかかり過ぎるというのが

77.4％とほかの理由よりも突出しておるわけです。でももう一人子どもがほしいが、

亭主の収入がもう少しあったらなとか、子どもを大学にやるにはパートで稼がなくて

はならないという声が聞こえてきます。 

 従来の少子化対策の効果が上がっていないとすれば、これは格差の問題であろう

と私は思っております。本町ではほかの市町にない対策がたくさん講じられておりま

す。先程も掛布議員が東員町の突出した良い点をたくさん挙げられました。この次世

代育成対策事業の中の行動計画の中に、子育てしやすい就労環境の創出であると

か、育児休業制度を普及の記述がありますが、中小企業にどんな働きかけをされた

んかお聞きしたいわけです。また、そのページの 21 ページの端に、企業が取り組む

子育て支援を促進するとあるんです。合わせこのところの企業への働きかけを含め

て答弁をお願いしたいと思います。 

 町長だと思います。お願いします。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 佐藤均町長。 

              （町長  佐藤  均君  登壇） 



 ○町長（佐藤 均君） 山口議員からの少子化への対応についてのご質問に、お答えを

いたします。 

 本町が計画しております次世代育成支援対策地域行動計画によりまして、子育て

支援、子どもの健全育成の目標と方向性を示させていただき、多様な施策事業を実

施をしております。中でも本町独自で実施しております育児応援費は、満４歳未満の

子を養育する保護者に対し、１ケ月３千円を助成させていただいております。また学

童保育所運営委託料では、国庫補助基準の３分の１相当額を上乗せさせていただ

いております。福祉医療費の助成制度では乳幼児医療について小学校３年生まで、

入通院の助成を拡大いたしており、チャイルドシートについても早くから助成を行い、

安全・安心で子育てができるまちとして鋭意努力をいたしております。 

 ご質問の本町が何かこうインパクトのある施策が打ち出せないかとのご質問でござ

いますけども、現在、本町が実施している子育て支援対策は、他市町よりかなり上回

って実施をさせていただいておりますことから、今後もさらに次世代育成支援対策地

域行動計画を着実に実施することにより、安心して子育てができる環境が整うものと

確信をいたしております。今後も本計画を広く住民に広報することによりまして、本町

の独自性を周知していく所存でございます。 

 先程次世代育成支援対策の地域行動計画の中のですね、企業さんに対するＰＲ

等につきましては現課のほうからご説明をさせていただきますし、少子化がですね、

東員町も着実に進んでおります。近々調べさせていただきました、18 年度の子ども

の数、生まれた数がですね、 172 人ということで報告を受けております。今までは 2

00 名前後と１年間にと思っておったんですけども、なおまた減少をしてきております。

そんなことでございますので、東員町がですね、他所から見て大変素晴らしいまち、

子育てのしやすいまちということをですね、これからも一生懸命追求をさせていただ

きますので、どうぞご理解をいただきますように、お願いを申し上げます。以上でござ

います。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 松下忠生活福祉部長。 

 ○生活福祉部長（松下 忠君） ただいまの質問の中でですね、事業主に対する意識啓

発、それから育児休業制度の利用ということで、この件につきましては目標年度を平

成 21 年度に置いております。この啓発の手段につきましては担当事業課のほうから

いろいろ啓発するように、これからも働きかけてまいりたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 山口一成議員。 



 ○４番（山口一成君） 東員町はよその市町とは進んでおるということは、町長の答弁か

らもよくわかっておるわけですが、何かプランのスピードが何か遅いような気がしてな

らん。それからまた規模が小さいと言うと叱られるかもわかりませんですが、もう少し

強いものを早く、大きいものがあったらなというふうに思うわけです。そういう中で特に

中小企業の誘致の問題が先程も出ておりましたですけれども、学校の教師は育児休

業をいなべ市、東員町で長年の中でたった一人男子が育児休業をとったという結果

が出ておりますけれども、企業の中で東員町が何か奨励金を何円出すというような、

もしも考えがありましたら、先程も奨励金という話が出ましたが、企業の奨励金じゃな

しに、育休を取ったら何とかというようなことは考えておみえではないですか、お答え

をお願いします。 

  

 ○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。 

 育児休業につきましてですね、企業の関係ははっきりとはわからないですけど、国

のほうがいろいろと企業に対しては支援をしておると思います。先程先生のことを言

われましたけども、東員町の職員等はですね、育児休業も取ってみえます。これから

もっとその企業の関係はこの次世代育成の中でも計画しておりますので、もっともっ

と早くＰＲをですね、させてもらうように頑張ります。以上です。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 山口一成議員。 

 ○４番（山口一成君） なかなかインパクトのある強力なものというものは、なかなか打

ち出せないというふうに思います。先程の掛布議員じゃないですけれども、県が 90 億

円出した。市が 45 億円出したというようなことをやっても、現地採用が 21 人やったと

いう話がありましたですけれども、なかなか企業体質というものを打ち破ることはかな

り難しいのではないかしらんと思います。 

 第３点目に移ります。３点目は教育の問題でございますが、昨日、稲部小学校プー

ルの完成がありました。出席された町長さんや教育長さんや、また議長さんもおみえ

やと思いますけれども、大変雨の中テープカットなどご苦労さんであったと思います

が、町の教育現場を踏まえない、改正された教育基本法であるとか、改正されようと

しておる教育三法について質問したいと思います。 

 以上の法や法案は、いなべ市や東員町の先生方にとって、長時間労働の現状で

働いてみえる教職員を追い詰め、萎縮させ、また和を乱す、子どものために一生懸



命に頑張ってみえる先生の意欲を削いでおるのではないかと、私は心配でならない

わけでございます。この心配は私だけならよろしいですけれども、次に国の教育委員

会への関係を指示や命令の関係にしないかということでございます。 

 ３番目に、競争教育、所得格差を一層助長させるのではないかと私は考えておりま

す。 

 ４点目に、教育を首相の言う美しい国へという、支配、統制のための布石にしようと

するものではないかなあというふうに思っております。この地域の現状、学校現場を

踏まえない法であると私は考えますが、教育長の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  登壇） 

 ○教育長（石垣征生君） 山口議員の教育基本法改正に伴う教育三法についてのご質

問に、お答えをいたします。 

 ご承知のように、現在国会ではさきの教育基本法の改正を受けまして、いわゆる教

育関連三法が審議をされているところでございます。基本的には法治国家である以

上は法に従うことになるわけでございますが、教育委員会といたしましては所信表明

でも述べましたが、子どもたちに確かな学力、豊かな心、健やかな体をバランス良く

育成することが重要であると考えております。そしてその実現のために、これまでと

同様にさまざまな取り組みを積極的に行っていく所存でございます。 

 ただその中で重要なことは、子どもたちや地域の状況、さらに教育現場を踏まえた

ものであるかどうかということでございます。子どもたちを取り巻く環境が変化をし、

学習ニーズの多様化も進む中、今後も学習者の視点に立ち、東員町の教育を推進

してまいる所存でございますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 山口一成議員。 

 ○４番（山口一成君） 東員町が出した教育委員会の教育基本方針を見ておりますと、

絶対地域にやはり任せておいといて、地域の現場の先生に任せておいといて大丈夫

なんだという確信を、私も持っております。そういう中で、ここに私は懸念しております

ので持ってきました。これは小学校５年生の子どもが書いた教育勅語でございます。

小学校の５年生がやはりこの教育勅語を自分で暗記し、朗読し、書写し、意味もあま

りわからないのに、このような教育勅語を現場では戦前戦中行われてきたわけでご

ざいますけれども、この教育基本法ができたときの文部大臣田中耕太郎という人は、

教育基本法の目的は教育勅語に代わる民主的価値観から生まれたなら、自制、抑



制しなければならないと初代の田中耕太郎大臣は答弁してみえます。だから教育勅

語に代わるものだということなんです、この教育基本法はね。 

 それから次に、第２条の教育の方針は、また同じように大臣が答えておりますが、

教育の内容への介入が無制限になってしまうから、このような方針を立てたんだとい

うふうに、昭和 22 年に答弁されております。第２条の目標についてですが、これは現

在のつくられた教育基本法のことでございますけれども、この教育基本法の第２条

の教育の目標の中に、５つ項目があるわけですけれども、その項目の５つの中に全

部が態度が入っておるんです。１のところにも態度が入り、２にも態度が入り、３にも

４にも５にも態度が入っておるんです。 

 例えば５のところで言いますと、伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と

郷土を愛するとともに他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う

ことというふうに書いてあるわけです。態度とは辞典で引きますと、価値判断を含む

心構えと簡単に書いてあります。８年前の小渕首相は、国旗、国歌法の制定のとき

に内心に立ち至って強制化しようとするものではないとこう言っておりまして、現在の

安倍首相も内面に入り込んですることはしないと言ってみえます。 

  今度の教育基本法は 18 条からなっておりますが、態度が入っておるのはこの２条

だけなんですね。また、今度の第５条ですけれども、義務教育についてですが、旧法

では義務教育は９年とはっきりうたってありますが、新法では別の法律で定めるとこ

ろにより、普通教育を受けさせる義務を負うとあるだけで、年数の期日がないわけで

す。これは火急の制省令で逃げる方向かいなというふうに私は考えておりますが、ま

た最近やかましく言われております男女共同参画についてですが、男女共学という

のは旧法には５条にありましたが、それが削除されております。これからは義務教育

は共学でなくてもいいのかなというような懸念を持つわけでございます。 

  ですから、以上２条の態度のこと、５条の義務教育の年数のこと、それから削除さ

れた第５条、旧５条のこと、この３点について答弁をお願いしたいと思います。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 石垣征生教育長。 

 ○教育長（石垣征生君） 教育基本法が改正されましてですね、一体教育はどういうふ

うに変わるんだということをよく聞かれるわけでございますけれど、これからいわゆる

関係法令、あるいは教育基本振興計画ですね、こういうものが策定されていく中で、

具体的な姿が見えてくるんではないかなと、そんなふうに思っております。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 山口一成議員。 



 ○４番（山口一成君） 簡単に答えられたので、大変私は残念に思うわけですけれども、

一般的な答弁として、やはり下級の法省令で補うという答弁であったと私は思いま

す。 

 私はここに本を持ってきました。多分この本はお読みになった方がたくさんおみえ

だと思いますが、現在の安倍総理が書かれた本でございますが、この第７章に教育

の再生のことが書かれております。イギリスの元の首相のサッチャーさんの教育改

革が最初に記述されております。すでにイギリスのこの改革は失敗に終わっており

ます。先の３月議会で私の質問に対して、教育長答弁は、新自由主義という表現が

ございました。新自由主義とはマネダリズムのことでございます。読んで字のごとくお

金です。マネーを中心に置いた経済理論を組み立てる考え方であります。この理論

を実行に移した結果、今日の所得格差が助長され、格差社会がつくり出されたので

はないかと私は思いますが、教育長いかがですか。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 石垣征生教育長。 

 ○教育長（石垣征生君） いわゆるその政府がですね、国が進めております小さな政府

を目指した、いわゆる構造改革の中でですね、教育に及ぼす影響というのは私はあ

るというふうに思っております。 

 それで、現在教育改革もですね、いわゆるそのサッチャー改革のあとを踏むような、

そういう動きもございますので、しっかりとそのイギリスの行った教育改革を検証する

中でですね、新たな教育改革を進めていかなければならないと、そんなふうに私は

思っております。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 山口一成議員。 

 ○４番（山口一成君） 何事においても失敗したら改革をする。何かあったら方向転換を

する。 

これは私たちが海の上を漂っておる小舟のように災難に遭わんように、それを引っ

張っていくのがやはり教育であろうかというふうに私は思っております。そういう中で、

格差社会が生まれてきたのは何かそういうところにあるのかなというふうに思いま

す。 

 なぜならば、この安倍総理大臣はページ 207 ページのところにね、教育改革のた

めの戦略とはというように書かれております。そのことがすべて教育基本法や教育

三法に具現されてきておるわけですね。義務教育の年限を何年にするかについて検

討し直すこと、９年とやはり書いてないんです、今はね。学力向上が必要だ。これ全



国学力テストをやりましたね。それから学習指導要領を見直すこと、ゆとり教育をや

って５年間経ったけれども、やはり学力が下がっておるという中で学習指導要領を見

直す。 

 それから次に、駄目教師には辞めていただきたいとこういうふうに、この本に書い

てあるんですよ。やはり最初に強制であってもという言葉を安倍総理は使ってみえま

す。このことから慎重審議しなくちゃならない教育基本法や教育関連三法が強硬採

決があのようにされたわけですが、教育長は教育再生会議は中央教育審議会の答

申を受けてしたんだからというふうに、先の３月議会に私に答弁されましたが、通常１

年かかるところをわずか 60 日ぐらいで答申を出すわけなんですから、やはり突貫工

事であれば必ずどこかで歪みが出てきたりするわけです。 

 そういうふうに私は思うわけですが、参議院で現在進行中でございますので、それ

は避けて通りたいと思いますが、教育の最後の質問に移りますが、この２日の日、６

月２日の日に県知事はこんなふうに答えております。国の教育委員会に対する指示

権などを明記した地方教育行政法改正案など、教育関連三法案や教員定数の削減

など、地方分権に逆行する動きが続いているというふうに知事は言っておるんです。

また県の安田教育長は、再生会議の議論は拙速、第二次報告がその主な法制度の

改正につながらないように努力したいと、こう述べてみえます。 

 また６月４日、多分教育長も行かれたと思いますが、県の教育長は特効薬的なも

のを求めすぎだというようなことを言っておみえでございますが、教育長はこのような

県知事や教育長のことの中で、先程の真面目な答弁を私にされたんだというふうに

思っております。 

 愛国心については、すでに学習指導要領ですでに書いてあります。副校長や主管

教諭をおくということは、私は和を乱すことになるのではないかなというふうに思って

おります。会社の立て方、社会をつくっていく真似事ではないかしらんと思います。 

 それから教員の免許の有効期間ですが、10年を経ったら更新をする。講習は30時

間受けてもらうということですが、１年１回するだけでお金が何と３０億円かかるんで

すよ。そういうことを考えたときに、そうなったら教師になり手がなくなるんじゃないか

しらんと私は思います。 

 それから４点目にですが、町の教育委員会への是正要求をする権限を大臣に与え

るということでございますけれども、すでに東員町に管理主事も指導主事も置かれて

おるわけでございますので、そのようなことの中から、私は今後平和な心を持つ必要

があるのではないかというふうに思っております。５月 23 日でしたか、町の追悼式に

出席させていただきましたが、町長は式辞の中で平和という言葉を４回使われました。

それから遺族会の会長さんは９条を守ろうということを強調されました。そういうこと

から先程も言いました本年度の教育方針は、私たちはやはり守っていかなくちゃなら

ない、先生方やそういう方に不安を与えてはならないというふうに思っております。 



  

 ○議長（三宅耕三君） 山口議員、質問時間が少なくなっております。 

 ○４番（山口一成君） 次に、四点目に移りたいと思いますけれども、最後の質問です。

端的に質問に答えていただきたいと思いますが、北勢線の電車のことでございます

けれども、二軒屋に私は住んでおりますけども、私とこの家はそれほど関係ありませ

んですけれども、本当に地震が揺ったかいな、突風が吹いたかいな、窓ガラスがガラ

ガラ揺れるとか、それから夜寝るときにやはり一遍目が覚めてしまうというぐらいの振

動があるようでございます。ですから要求をお願いします。 

 特に戸上川の橋りょう梁の東から、旧北大社駅までの間、重軌条化工事として 30

キロレールに今なっておりますけれども、それを 40 キロレールに更新できないかとい

うことです。 

 それからもう一つは、同区間の道床圧改良を今の 90┝から 200┝に改良できない

かということです。 

 それからもう一点は、東員駅の駐車場がいつも満車ですので、拡張を考えていた

だきたいなという三点でございます。端的に担当課から答弁をお願いしたいと思いま

す。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 近藤洋総務部長、簡潔にお願いいたします。 

 ○総務部長（近藤 洋君） ただいまの北勢線の高速化工事についてのご質問に、お答

えをさせていただきます。 

 北勢線の高速化工事につきましては、橋りょう改修や変電所設備の増強、軌道の

強化等が年々図られておりまして、安全性と輸送時間の短縮を高めることが期待さ

れております。また列車の高速化を図るためには、軌道構造の強化は不可欠でござ

いまして、レールの重量化や道床改良は安全な軌道状態の保持ができることや、走

行時の衝撃が緩和され、安全性や快適性を高めることにつながるものでございま

す。 

 お尋ねの区間の改良のことでございますけれど、三岐鉄道によりますと東員駅か

ら大泉駅の間につきましては、両駅とも列車の行き違いが可能でございまして、両駅

で行き違いによる待ち時間が発生いたします。また行き違い駅としての区間距離も

短く、重軌条化工事に伴う高速化の効果を期待ができないことから、工事は現在予

定をされておりません。高速化の効果が高い区間の整備を進めるということでござい

ます。 



 次に、東員駅駐車場の拡張についてのご質問にお答えを申し上げます。東員駅前

広場はパークアンドライド及びキスアンドライドを考慮し、ロータリーや駐車場、駐輪

場を配置し、多くの方にご利用をいただいております。ご質問の駐車場でございます

が、当初の駐車場整備計画では、東員町における東員駅及び穴太駅の整備台数は

あわせて 130 台の整備計画がなされておりまして、その計画に基づき現在東員駅で

80 台、穴太駅で 57 台、合わせまして 137 台分の駐車場スペースを確保しておりま

す。当初計画台数を満たしておるところでございます。たくさんの方々に駐車場を利

用して北勢線をご利用いただいておりますが、今後の駐車場の拡張につきましては

北勢線の需要の検証をもとに、諸計画等を十分に見極めてまいりたいと考えており

ますので、ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 山口一成議員。 

 ○４番（山口一成君） どうもこれで終わります。 

 


