
○議長（門脇 助雄君）   続いて９番、山口一成君。 

○９番（山口 一成君）   初日の一般質問のトリでございます。よろしくお願いしたいと

思います。 

私は、２期目に入って一番最初の出陣式の時に申したことは、漢詩で「ようようれきれ

き」この言葉を言いました。それから最後に「ししようよう」という言葉を言いました。これだ

けではなかなかわかってもらえんであろうということで、先ほどの中村議員の話にもありま

したように、過ぎ去った歴史はなかなか変えることはできないけれども、これからの未来の

歴史は変えることができるという漢詩を中に入れて、皆さん方に自分のあいさつを述べた

次第であります。 

きょうは、ちょうど私にはぴったりの３月１０日でございます。３月１０日というのは、今か

ら６３年前、東京で大空襲があった日でございます。午前０時６分、東京の今の江東区、

昔で言えば深川や、そういう下町でございますが、約２０万人の人が死傷をしたわけです。

特に死者は１０万人と言われておりますが、ちょうど本当に寝ついたころに大空襲があっ

たわけですが、そのやり方というのは、周りに焼夷弾を落として、真ん中に２，０００トンの

爆弾を落としたということを３月１０日にやったわけですが、その中では黒焦げになった人

たちがたくさんみえるわけです。そういうような日であるということを、ご認識願いたいなと

いうふうに思います。 

そのことが戦前、戦後を生きてきた、私の役目ではないかというような意味で、きょうの

一番最初のあいさつにさせていただきたいと思います。今後とも４年間、よろしくお願いし

たいと思います。 

通告は大きく２つ挙げてあります。１つは自主防災のことが、このごろ言われております

が、大木地区の自主防災を立ち上げる準備は刻々と進んでおりますけれども、一つだけ

ネックがあります。そのことの質問と、２つ目は教育の問題で、現場の教師の発想を大事

にしてほしいと、そういうようなことを質問通告の２つ目に挙げさせていただきました。 

質問の第１番目でございますが、自主防災組織というものは、町の国民保護計画という

ものが、昨年度、計画が立案されました。その中にある自主防災組織というようなことが、

私の考えではなくて、大規模災害に備えた、この間の３月２日の防災の講演会の講師が

言われましたように、減災ですね、災害をできるだけ少なくするために、自分の町は、また

は自分の体は自分で守るという減災の精神で、自主防災組織を結成してほしいなという

ふうに思うわけです。そのような意味で、自主防災組織を大木の自治会が立ち上げようと

しておる中で、特に町長のご所見を伺いたいなというふうに思います。 



それに当たって、大木ですが、先ほども話が出ましたが、人口は今現在１，５６１名でご

ざいます。世帯数は５２４戸という自治会の報告を聞いておりますが、両方とも町内２３自

治区の中で４番目に多い区でございます。けれども４番目に多いけれども、面積から言っ

たら一番大きい大木でございます。南の方は、よく言う員弁川から、北は大沢からゴルフ

場の奥までが大木地区になっておるわけですが、そういう面積が一番多い中で、大沢、八

幡地区の大木、それから大木の北の方は集まる場所が決まっております。二軒屋も集ま

る場所が決まっておるわけです。 

一番ネックになっておるのは南条であったり、西条であったりする場所なんです。これは

指定してありますけれども、子どもの通学の集合場所であったりするわけです。そこには

約１メートル５０センチぐらいの深さがある水路が１つあります。場所は真慶寺から南にか

けてのところでございますけれども、こちらが要求しておるのは、約６０メートルぐらいの長

さのところを、何とかグレーチングみたいなものでふたをしていただいて、道路を広げてい

ただきたいな。特に子どもが集まる場所、子どもの高さから言ったら、深さが１メートル５０

センチですと、特に流されていくような場所でございますので、そこを何とかしてほしいなと

いうようなことが、避難場所の一時的な集合場所として考えられておるわけですが、そこ

が一つの大きいネックになっておりますので、早期の改良工事を望みたいわけでございま

す。 

以上、町長と建設部長の答弁を求める次第です。よろしくお願いいたします。 

○議長（門脇 助雄君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   山口議員の、大木地区自主防災組織立ち上げに支援を求める

ことについて、お答えをいたします。 

現在、町内２３自治会のうち、大木自治会も含めまして、１８自治会が自主防災隊、ある

いは、自主防災組織として立ち上げられておりまして、組織率にいたしますと７８．３％とな

っております。自主防災組織が立ち上がっていない自治会の状況といたしましても、以前

から自警団が組織されており、この自警団によりまして、災害時に対する備えや訓練など

を実施していただいているのが現状であります。このように、おのおのの自治会において、

何らかの形で防災に取り組んでいただいているところでございます。 

これらおのおの自治会の状況に応じて、防災に対する情報の提供や、自主防災関係

事業に対する補助で、平成２０年度も引き続き、支援させていただきたいと考えております

ので、ご理解をいただきますようお願いをいたします。 

以上です。 



○議長（門脇 助雄君）   太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   大木自治会からの水路改修の要望につきまして、お答

えをいたします。 

大木自治会から本年２月１２日付でいただきました稲部小学校の西方向、集落入り口

付近の交差点北側、町道大木５３２号線沿いの西側排水路が、道路面から落差があり、

増水時に登下校の児童が危険なことと、自主防災活動の拠点として利用するため排水路

の改修をとのご要望につきまして、先般、自治会長さんから他の要望箇所とともに現地で

説明を受け、確認をさせていただきました。 

そこで、道路面との落差があることから、何らかの安全対策は必要と考えておりますが、

排水路の管理者である神田土地改良区や、拡幅を行った部分の他用途への利用につい

て、関係者などとの協議も今後進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解賜

りますよう、お願い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（門脇 助雄君）   山口一成君。 

○９番（山口 一成君）   建設部長や町長の答弁では、今後も支援をしていく、または

現地を見たというようなことでございますが、今まであそこへ単車ではまった方が２人ほど

みえます。もちろん、軽症で済んだわけでございますけれども、水が増水しておるときには

大変危険な場所であるということだけは認識していただけたと私は思っております。災害

は、いつ来るかわかりませんけれども、自然災害のことを重きに置いて、私は発言させて

いただきましたので、今後ともよろしくご援助のほどをお願いしたいと思います。 

 次に２点目の質問に移ります。 

特に教育長や、または学校教育課長たちにお伺いしたいなというふうに思いますが、現

場の発想の教育ということなんですけれども、ゆとり教育のことは、もう既にこの前も私は

発言させていただきましたが、声高にゆとり教育が叫ばれておったんですけれども、それ

が知らない間になくなってしまうというようなことが、学力低下の問題で言われておるわけ

ですけれども、自分たちの思考力であるとか、基礎学力の低下の中で、４０年ぶりの授業

増ということになったわけでございますけれども、その影響みたいなものの中で、学習指

導要領が改定されようとしておるわけでございます。 



特に円周率なんかは、皆さん、議員の方もご存じと思いますけれども、小学校５年生で

教えるわけですが、本当に円周率が３になっておるわけですね。昔から３．１４というのは

当たり前に来ておるわけですが、３でいきますと、例えば何かの袋をつくろうと思ったりす

ると、全然形が違ったものになってくるということが、保護者の方々からも言われてきてお

ります。ですから３．１４というようなことに、これからはなるようでございますが、特にそろ

ばん学校なんかは、３．１４からずっといって、今現在、約５１５億けたぐらいまでいってお

るようでございますけれども、そういうことの中で３．１４の問題やそろばんの問題も含めて、

このような朝令暮改といいますか、この間やったばっかりやのに、また今度変えるというよ

うなことについて、私は何か合点がいかないところであるわけでございますが、多くの質問

をするわけにいきませんので、そろばんと英語の２点について、質問させていただきま

す。 

 そろばんのことについては、３年生の下巻の教科書で約６ページほど、そろばんの基礎

を学習するようになっておりますが、今度は３年生から４年生へも広げるという形に変わっ

ておるわけでございます。 

そういう中で、そろばんは東員町としては一色正芳が生まれておる町でございますので、

先ほどから人物でいえば一色正芳や松本幸四郎や、石垣定哉であるとか、挙げられる人

はいっぱい僕はおると思います。そういう中で、観光や東員町の資源も含めてですけれど

も、何か売れるところは売る、宣伝するところは宣伝するということの大事さを考えるわけ

です。 

 英語につきましては、今度は総合学習の中で５年と６年にというふうになっておりますが、

私はそれを小学校では、特に５年、６年のつなぎとして、ヘボン式を導入したらどうかとい

うふうに考えておるわけでございます。 

 それからもう１点ですが、教育公務員の特例法の改正が４月から施行されます。これは

教え方のうまい先生とそうでない先生というようなことについて、特に指導力不足の教師

を指導改善の研修のために、何か義務づけるものではないかしらと、私は思いますけれ

ども、そのような教師は町内にはいないと思いますが、教育長の本年度の教育基本方針

の所信表明の中で、このことは一言も入っていないわけなんです。 

 それからもう１点ですが、家庭での学習の充実を挙げられております。全国学力テスト

は、特に東員町は大変高いところにあるという答弁をこの前いただきましたが、けれども

まだまだ底辺の子どもたちを、もう少し底上げしたいという答弁が、この前の議会のときに

言われております。 



 ３点目ですが、いじめの問題でございますが、昨年５件あったというような話を同僚議員

が質問され、答えの中にあったように私は思いますが、いじめが出ておるというようなこと

は、教育長の所信表明の中には書いてございませんでした。けれども、にじみ出ておるよ

うな思いで書かれておるなというふうに私は思っておりますが、そういういじめ対策につい

ての説明も求めたいと私は思っております。 

 以上、教育長でも結構ですし、課長でも結構ですが、答弁をお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

○議長（門脇 助雄君）   石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   山口議員の、現場発想の教育改革をというご質問にお答

えをいたします。 

 １点目の新しい学習指導要領（案）で、日本の子どもの弱点である考える力が育つのか

というご質問について、お答えをさせていただきます。 

今回の改訂では、「みずから学びみずから考える力の育成」といった「生きる力」をはぐ

くむという基本理念は変わらず、その理念実現のために、これまでの学校現場での課題

を踏まえ、指導面などでの具体的な手だてを確立することを目指しています。 

基本的な考え方として、基礎的・基本的な知識・技能の一層の習得・理解と、思考力・

判断力・表現力等を確実にはぐくむために、知識・技能を活用する学習活動の充実を目

指しています。 

私ども東員町教育委員会におきましては、東員町の教育研究委員会より「知識・技能を

活用する力」の育成を目指した取り組みとして、１つは「ＰＩＳＡ型読解力の向上」、２つ目が

「家庭学習の習慣づくり」、３つ目が「保育園・幼稚園と小学校と中学校の連携の充実」の

３つの提言を受け、平成２０年度から、これまでの取り組みを継承しながら、３カ年計画で、

すべての園・学校で、この取り組みを進めてまいります。このような取り組みから、みずか

ら学び、みずから考える力の育成につながるものと考えております。 

また、小学校３年生と４年生の算数におけるそろばん指導については、筆算による整数

の加法及び減法が完成する時期でございますので、そろばんを用いて簡単な加法及び減

法を行うことにより、計算の仕方についての理解を確実にすることを目的に実施をされて

おります。 



一方、小学校５・６年生では、英語を原則として、外国語活動が導入されます。中学校

段階における文法等の英語教育の前倒しではなく、幅広い言語に関する能力や国際感

覚の基盤を培うため、英語の音声や基本的な表現になれ親しみ、言語や文化に対する理

解を深めるとともに、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成し、中学校との

円滑な接続を図ることを目的としております。 

またローマ字表記につきましては、小学校３年生の国語で指導することとなっています。

現在の学習指導要領では４年生で指導することになっており、ローマ字表記については、

ヘボン式と訓令式の両方を扱い、実際の使用に応じて対応できるように指導しておりま

す。 

次に２点目の、改正教育公務員特例法についてでありますが、第２５条の２の第１項で、

指導が不適切であると認定した教諭等に対して指導改善研修が義務づけられました。教

員には、教育者としての使命感、人間の成長・発達についての深い理解、幼児・児童・生

徒に対する教育的愛情、教科等に関する専門的知識、広く豊かな教養、実践的な指導力

などが求められます。このために常に研究と修養に努め、専門性の向上を図らなければ

なりません。指導力の不足教員に対しましては、本県でも平成１５年度より指導力向上支

援のための研修制度が実施をされておりまして、教師としての力量の向上に向けた取り

組みが進められております。 

次に、家庭での学習の充実についてでありますが、家庭は基礎的・基本的な知識・技

能の一層の定着に必要な学習の場であり、また学校で学んだ知識・技能を実際に活用す

る場でもあります。既に本年度、「家庭学習のすすめ」のパンフレットを全保護者に配布を

し、保護者のご理解を深めていただいておるところでございます。来年度につきましては、

すべての学校で家庭学習の習慣づくりに取り組んでまいります。 

最後に３点目の、人権フォーラムについてでありますが、この会は、いなべ市、東員町

の小中学校の代表が集い、子どもが主体的に、出会い・発見の場をつくり、みずからの体

験や考えを発表する総合的な活動の中で、差別をなくそうとする生き方、人権尊重の生き

方をともに高め合うことを目的に、毎年実施をされております。中学校では、それぞれの

学校が話し合うテーマを設定し、分散会形式で行われました。 

その幾つかの分散会の中で、「いじめ」を議題にして話し合う場面があり、いじめは身近

にあると認識しております。東員町の各学校におきましても、いじめは「どこの学校でも、

どの子にも起こり得る」問題であるという認識のもと、日々の教育活動の中で常にアンテ

ナを高くして児童生徒の状況をつかみ、問題があれば、その都度適切に対応しながら、い



じめを許さない学校づくりを進めてまいりますので、ご理解賜りますようお願いをいたしま

す。 

○議長（門脇 助雄君）   山口一成君。 

○９番（山口 一成君）   ご答弁ありがとうございました。 

 そろばんにつきましては、南大社の一色正芳が、今から約２６０年前に生まれておるわ

けでございますが、南大社の庄屋墓地という隅っこに一色正芳の墓がございます。一色

正芳は、多分、寺子屋をやっておったと思いますけれども、６０歳からそろばんの学習をし

たということが、碑文に書いてあります。 

 そういうような意味の中で、この間も新聞の折り込みの中に入っておった広告を見ますと、

いなべ市のそろばん教室は約１３ほどしか書いてありません。けれども東員町は１７のそ

ろばん塾があります。もう一つ、二軒屋には富田から入ってきておりますので１６あるかな

というふうに考えておるわけでございますけれども、朝の１０分間読書というのは、僕は大

変いいと思います。けれども朝の１０分間の計算タイムというようなものも、朝それをする

か、昼の給食の後に１０分間の計算タイムというようなものも、あってもいいのではないか

というふうに思いますが、教師の自主的な発想で、そのような集中力や洞察力、そういう

ようなものが、まだまだ子どもの頭の中に入っていくのではないかということを思いますが、

そこのところはいかがですか。 

○議長（門脇 助雄君）   石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   朝の１０分間とかお昼の１０分間、放課後、授業を終えてか

らの短時間における学習については、もう既にそれぞれの学校が計画的に取り組んでお

りまして、国語の読み書きとか、あるいは算数・数学のドリルとか、英語の簡単な文法とい

いますか、そういうような事柄も、すべての学校で、それぞれの学校の実態に応じた計画

のもとに進められておりますので、ご報告申し上げたいと思います。 

○議長（門脇 助雄君）   山口一成君。 

○９番（山口 一成君）   教師の発想というものを大切にしてみえるということがわかり

ましたが、そういうような教師の発想を大事にし、それを育てることが教師を育てる基本で

はないかというふうに思っておりますので、よその学校がこうだから、うちも同じようにやら

なあかんというような狭い考え方ではなしに、いろんな方法で、子どもたちの学力を伸ばし

ていただきたいなというふうに考えております。 



 次に英語のことでございますが、中学校の英語の先生に聞くと、小学校で英語をちょっ

とかじってくるもので困るんやという声を聞くわけです。それはどういうことかというと、いろ

んな面で障がいがあるということなんですが、先ほども統一式、ヘボン式というものがあり

ましたが、東員町の中では、昔、中上が合併する前に、大長小学校というのがありました。

大長小学校では、もう亡くなられましたけれども、２人の先生がみえまして、ヘボン式のロ

ーマ字を大々的にやられました。県下で大長小学校へ、ヘボン式の研究事業があるので

来ないかというようなことで、私も自転車を買って、わざわざ十社から大長小学校まで来

た覚えがあります。父兄の方からいただいた豚汁が大変おいしかったことを、今でも覚え

ておりますが、なぜヘボン式かと言いますと、今でも駅名はすべてヘボン式なんですね。

ヘボン式というものの基本は、ヘボンという人が考え出したということから、ヘボン式にな

っておるんですけども、ヘボンの方が英語には密着するのではないかというふうに思いま

すが、再度そこのところはご答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（門脇 助雄君）   石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   現行の学習指導要領におきましても、ヘボン式と訓令式と

両方、子どもたちに指導しておるということでございまして、日常、どちらかに統一されてい

ればいいわけですけれど、ヘボン式であったり、訓令式であったりというのは、私たちの身

の回りでございますので、ですから両方とも子どもたちには指導をしておるというのが現

実でございます。 

○議長（門脇 助雄君）   山口一成君。 

○９番（山口 一成君）   統一式とヘボン式の中で、ヘボン式の方がいいということは認

識していただいておると思います。英語のスペルを書いたりする中では、特にすべてヘボ

ン式の書き方が進んでおるわけです。 

 次に子どもたちの家庭学習の充実ということを、所信表明の中でも、るる言われておる

わけですが、ある親が、こんな手紙をくれました。読んでみます。 

 もう何年前になるでしょうか。息子たちのお世話になった小学校時代を思い出して、ある

日、あの時と懐かしく思い出します。あのころはよかったなと、心からそう思います。今も鮮

明にいろんなことを覚えています。よその友達大勢と真っ暗になるまで遊んだこと、特に

夏休み中のラジオ体操を含めてのたて割り班です。地域調べの活動、研究、目覚ましい

ものがありました。親子で取り組んだ子どもたちの姿は、何ものにも変えがたい教育力だ

と思いました。 



 何しろ、親でも知らないことを調べて歩いたのですから、親とともに学び、真剣な毎日で

した。その研究発表会、さらには運動会、教育祭への取り組みは、今思うと最高の時期で

あったこと、親も子もともに大きな財産になりました。今の私にも生きています。 

というふうに書かれておるわけですが、この親に、この間、ノートはありませんかと言っ

たんです。そしたら、残してあるかもわからん、探してみますといってお願いしましたら、あ

りましたということで持ってきていただきました。名前は伏せてありますが、私は独自学習

というものをやっておりました。小学校６年生ですが、１年間に大学ノート１冊から３１冊ま

で勉強を毎日したわけです。もちろん、新聞の切り抜きもあります。詩もあります。感想文

もあります。子どものこともあります。先生のことも書いてあります。けれども１年間で３１

冊、自分で何をやってもよろしいというふうに私は言いました。宿題を出しておりませんで

した。なぜ私が宿題を出さんようになったかというと、稲部の小学校におった時に、八幡の

あるお母さんですけど、こう言われました。「先生、たよりを出すなら１週間に１遍ぐらいの

たよりではあかん」と言われました。それなら一遍毎日出してやろうと思って、毎日出すこ

とをしました。それで毎日私は出しました。その出したのが、このノートでございます。今で

も表紙に残っております。この３冊に分けて、２５１日間、毎日たよりを出しました。そういう

ようなことの中で、親の気持ちも変わってきて、子どもたちも変わってきたというふうに思い

ます。ですからひとり勉強というか、家庭学習の基本、宿題があってもなくてもやらなくて

はならないというような子どもに育っていったのではないかというふうに思っております。

私は東員町で２７年間、教師をしましたが、宿題は一度も出したことがありませんでした。 

 次にいじめの問題に入りますが、いじめのことは、先ほども教育長が言われましたが、

朝日新聞に、いじめは身近にあるということで、いなべ市と東員町の中学校での解決策論

議として、朝日新聞の１２月７日付に出ておりました。そういう中で、いじめは昔からあった

と僕は思います。私もいじめられたこともありますし、いじめたこともあります。そういう中で、

いじめを解決する方法というのはいろいろあるかもわかりませんけれども、いじめはなぜ

起こるんだろうか、もちろん、大人の中にもあります。そのことを十分考えて、いじめの問

題をなくしていっていただきたいなというふうに思っております。 

 今までの私にしては、時間は早いですけれども、これで終わります。以上です。 

 最後のトリでした。議長、どうもありがとうございました。 


