
○議長（門脇 助雄君）      ただいまの出席議員は１５名であります。 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 ８番、藤田興一君。 

○８番（藤田 興一君）   ご苦労様でございます。 

 私からは３事項について、質問をさせていただきます。 

 その１番目として、東員町の中学校の部活動についての質問を、教育長にさせて

いただきます。 

 部活動とは、目的とする事業の計画を策定し、その事業は何らかの意味で、学校

などに対して広域的な活動であり、学校や生徒会、学生自治などの組織の一部門と

いう性質もあり、通称、部活とも呼ばれております。 

また、クラブ活動とは、基本的に同好の者が集まり、指導者による指導を受けつ

つ、自発的に行われる互助的学習的な活動であるとされていますが、その両者の考

え方についてはさまざまなものがあり、部活動とクラブ活動が同一視されているよ

うでございます。もしこれに間違いがなければ、私は今からの質問におきまして、

部活という名称で呼ばせていただきます。 

 部活の変遷を見ますと、１９７２年（昭和４７年）に、部活は学習指導要領から

特別活動の一領域として必須とされておりました。しかし２００２年（平成１４年）

の改定により、学習指導要領で必須の部活は廃止され、現在では各学校の実態に応

じて、課外活動の一環として行われているのが現状かと思われます。 

 この部活の問題点として、指導要領には明確な規定が存在しないという点が指摘

されておりまして、また、これまでの部活は、生徒の自主的な位置づけとされ、教

員による顧問も、たてまえ上は自主的な活動とされておるわけでございます。しか

し、現在の全国的な部活の状況を見ますと、少子化に伴う部活メンバーの減少や部

活動の停滞、そしてそれを指導する教員の減少や顧問の不足、そして顧問の負担軽

減や待遇の改善などが取りざたされているのが現状であろうかと思われます。 

 特に部活の顧問につきましては、中学校の教師のみでは、人数的にも、また指導

力の面からも、生徒の多様なニーズにこたえることが難しい状況にあります。 

 そこで、東員町中学校２校の部活について、現在いろいろと問題視されておりま

すが、東員町における２校の部活の現状と、先ほど申しました、今後起き得るであ

ろう部活の存続、廃部について、教育長の所見とその対策を伺いたく、答弁のほど

をよろしくお願い申し上げます。 

○議長（門脇 助雄君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   藤田議員の、中学校の部活動についてのご質問に

お答えをいたします。 

 議員ご指摘のとおり、少子化に伴う生徒数や教職員の減少によりまして、部員不



足や指導者不足という現実的な問題から、従前の部活動を継続することができない

状況になりつつあることは確かでございます。 

東員町におきましても、特に東員第二中学校の生徒数が今後も減少していくこと

が見込まれており、現在の部活動をそのまま継続することが困難になることが、予

想されるところでございます。 

 さて、東員町内の中学校における部活動の状況でございますが、東員第一中学校、

第二中学校とも、現在、男女合わせて１０の部活動を行っております。また、それ

ぞれの部ごとに、１名ないし２名の顧問を配置し、指導に当たっているところであ

ります。 

しかし、先にも述べましたが、特に東員第二中学校のサーカー部と女子バスケッ

ト部につきましては、来年度の入部の状況次第では、存続が困難になる可能性もご

ざいます。現在活動している部を廃部することにつきましては、在籍する生徒や保

護者をはじめ、今後中学校に進学する小学生にもかかわることでありますので、住

民の皆様には十分なご理解をいただく必要があると考えております。 

 さて、部活動は、共通する興味、関心を集団的に追求する体育的・文化的な諸活

動であり、生徒はそうした諸活動を通して社会性や責任感、あるいは連帯感などを

身につけていくものであります。また、部活動が生徒の人生に影響を与えたり、一

つの部活動の努力が学校全体を変えたり、地域の活性化につながったりした例は幾

つもあります。学校教育における部活動は、歴史的にはぐくまれてきました学校文

化と言うことができますし、未来を担う若者の育成には、こうしたよき文化を大切

にしていく必要があると考えます。 

 しかし、一方では、地域スポーツ、文化クラブの広がりや民間企業の進出など、

子どもたちを取り巻く環境は大きく変化しております。世界で活躍するトップアス

リートや芸術家を見てみますと、公から民、組織から個へと、支えていた底流が大

きく動いてきていることも事実であります。 

 このようなことから、今後、学校教育における部活動については、単に存続か、

廃部かではなく、生徒も教師も気持ちよく活動し、保護者や地域から理解され、心

から応援されるような部活動にしてくことが重要であると考えます。同時に、地域

社会の中に多様な選択肢があり、それらが共存しながら、ともに支え合って、子ど

もたちの次代を担う力を育てることが大切だと考えておりますので、ご理解賜りま

すようお願いを申し上げます。 

○議長（門脇 助雄君）      藤田興一君。 

○８番（藤田 興一君）   一中、二中の部活に所属しているクラブ名、それか

ら人数を、今、皆様方のお手元に配った次第でございますが、先ほど二中という声

が出ましたけども、事実、今回、２つの部活のことに関して問題があったというこ

とで、私もその席上におったんですけども、そのことに関してはとやかく言うつも



りはございません。ただ、先ほど言いましたように、教育長のお話もありましたよ

うに、本当に懸念される事故だと思っております。 

 そこで、私が感じたことは、もう少し学校とＰＴＡ、保護者がコミュニケーショ

ンを図って、来年どうなるんだろうという予測の上に立って協議する必要があるん

じゃないかと。それから学校が始まって、クラブ部員の募集を募ったところこうだ

とかいう、非常に子どもたちに対しても悪い行動でなかったかというふうに思って

おります。その辺も重々教育委員会としても、今回のトラブルといいますか、問題

を非常に重要視していただいて、これからそういうトラブルがないように頑張って

いっていただきたいということも、要望としてお願いしておきます。 

 それから私は今回、そういういい経験の中で、これからの部活の取り組み方に関

して、４～５点、質問をさせていただきますので、適切な回答をお願いしたいと思

います。 

 要するに部活というのは、先ほど言いましたように、教育の課程から外れたとい

うことになっておりますけども、一概にそういう言葉で片づけられるものではない

というふうに思っております。部活というのは、子どもたちと教師が手を取り合い、

そして同じ目標に向かい、仲間同士が力を合わせて取り組むという人間関係づくり

でもあるわけです。また、心を一つにして取り組む教育本来の姿ではないかという

ふうに思っております。 

 そこで、教育長に先ほど言いましたように、４～５点の質問をさせていただきま

す。 

 まず１つ目でございますが、先ほど言いましたように、顧問不足や新入生の入部

数により、部活の存続や廃部を決定しているようでございますが、顧問の不足、そ

ういうものに対応して、地域指導者の活用、大学生の活用、または他中学との合同

練習等の活性化は図れられないのか、それに対してのご答弁をお願い申し上げます。 

○議長（門脇 助雄君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   お答えをさせていただきます。 

 部活動は教育課程外と、こういうことでございます。今回新しく学習指導要領が

改定されましたけれど、その中には、総則の中に、部活動ということが、教育に及

ぼす大変重要な一分野であるということが書かれまして、新たに部活動というもの

が、学習指導要領の中に取り込まれたわけでございます。まだ実施はされておりま

せんけれど。 

従前も私は、きのうも申し上げさせていただいたとおり、部活動というのは教育

活動の一環というふうにとらえておりますので、学校教育法で教諭側は児童生徒の、

いわゆる教育をつかさどるということになっておりますけれど、その教育をつかさ

どる中に部活動の指導というのも入っておる、包含されておると、こういうふうに

考えておりますし、校長会におきましても、部活動についてはそういうことである



ということを申し上げて、認識をしていただいているところでございます。 

 先ほどの外部指導者の件でございますけれど、これは制度としては、県立高等学

校については県がそういう指導、制度を設けておりますが、小中学校の部活動につ

いては、特に中学校についてはございません。 

現状でございますけれど、一昨年でしたか、二中の方で、卓球部等の存続につい

て、ご議論をいただいたことがあったわけでございますが、その後、指導者が足ら

ないということで、現在も第二中学校の卓球部でございますけれど、外部の方にご

指導いただいておりますし、一中のバスケット部におきましても、外部の方にご指

導いただいております。 

 外部の指導者については、いろんな課題もあるわけでございますけれど、その有

効性といいますか、私どももできるだけ多くの皆さんに支えていただきながら、充

実した活動に努めていきたいと、こんなふうに考えております。 

○議長（門脇 助雄君）      藤田興一君。 

○８番（藤田 興一君）   そういう形で、じわっと外部指導があるということ

でございますので、先ほど言いましたように、先生の不足、少子化ということに取

り組むためには、どうしても外部の指導が必要となってきますので、ますますそう

いう指導を取り入れてもらえるようにお願いしておきます。 

 ２つ目ですけども、部活を人数が多い少ないとかいう形で、中体連の催しの大会

とか、いろんな対抗試合を、言い方が悪いか知りませんけれど、それをもとにして

人員を集めることによって、足らなかったらだめだとかいうふうなにおいもするわ

けですね。だけどこれから少子化という中において、スポーツを楽しむという原点

からいけば、これからの部活のあり方は、公開的な活動、そういうふうに変換でき

ないかということに関しての答弁をお願いします。 

○議長（門脇 助雄君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   陸上などのように個人の、一人一人の競技力を争

うような、そういうものであれば、１人でも競技ができるわけでございますが、チ

ームとして成り立たない場合にどうするんだということでございますけれど、今回、

中体連の方も、一中、二中の混合チームという形での参加も認めておるようでござ

いますので、これからもそういう形になってくるだろうというふうに思いますし、

学校のクラブ活動に参加をしていないで、例えばスイミングクラブ等で個人的に練

習をしている子どもたちが、中体連の大会に出るときには、第一中学校の水泳部と

して出ていくというようなこともされておりまして、大きく、いわゆる弾力的な取

り扱いといいますか、そういうことにも随分変わってきておりますので、ご理解い

ただきたいと思います。 

○議長（門脇 助雄君）      藤田興一君。 

○８番（藤田 興一君）   私、何でこういうことを言ったかと言いますと、教



育長もご存じのように、城山のテニスコートの上に、スリー・オン・スリーという

んですかね、バスケットの施設、学校を終わった後の子どもたちが、すごい数なん

ですね。部活の子もいるんですね。それ以外に、すごいんですね。特にバスケット

ですけど、一番遊びやすいといいますか、施設が、屋外ではあそこしかないんです

ね。 

ということで、子どもたちもスポーツに関しては、授業の後にも楽しんできて、

そこでコミュニケーションを図っているという、非常によい光景を見ますので、そ

ういうことも踏まえて、愛好会という形はどうかということで、言葉を使ったので

すけども、できる限り、これからは先ほど言いましたように、存続が不可能になっ

てくる場合には、そういう形でのスポーツを楽しむ、愛好的な部活になろうかと思

いますので、その辺も前向きな施設で取り組んでいただきたいというふうにお願い

しておきます。 

 ３つ目でございますが、私が今、皆様方に配った部活の資料の中に、体育系と文

化系というのがあります。そのほかいろいろあるんですけど、中学校の場合におい

ては、これを見ますと吹奏楽部、これはほかのところへ遠征するとかいう形で、ど

っちかと言うと体育系にとらえられているというふうに書いてあったわけですけど

も、私どもが若い時あった柔道とかいうものが今回中学校にはない。それから今は

やりのバトミントンとかいうものも、この１０項目のものに限定するから、子ども

たちもなかなか入れないんだけど、先ほど言いましたように、多く部活をふやすこ

とによって、顧問の問題が出てくると思いますけども、楽しむ部活ということにな

れば、もう少し種類もふやしていいんじゃないかというふうに、バトミントンとか

柔道、それから例えば文化系にしてみれば、コーラスとか美術なんてあろうと思い

ます。文化系が１つもないというのが、ちょっと寂しいなと思いますけども、その

辺に関しては、今後の取り組みをどういうふうにお考えか、教育長の答弁をお願い

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）   部活動は、あくまでも子どもたちが自主的・自発

的に活動をする活動でございまして、それを教師が支えていくということでござい

ます。今ない、ほかの部を新設することについてどうかということでございますけ

れど、それはやぶさかではないと思うんです。それなりの子どもたちの数が集まっ

て、自分たちでそういう活動を起こしていけば、それはおのずと、学校で行う教育

活動の一環として、先ほども申し上げましたように、教員としては当然子どもたち

と一緒に支えていかなければならない取り組みだというふうに思っております。 

 ただ、いろいろ部活動をめぐっては課題もございますので、そういうものもクリ

アをする中で、新たな取り組みを展開していただければと、こんなふうに思ってお

ります。 



○議長（門脇 助雄君）      藤田興一君。 

○８番（藤田 興一君）   最後の質問ですけども、１９９７年（平成９年）の

９月に、保健体育審議会の答申におきまして、部活と地域スポーツの連携が打ち出

されましたね。間違ってませんね。その部活も、先ほど言いましたように、いろん

な事情から、学校の教育から社会教育へというふうに転換していきつつあります。 

そこで今、東員町は、地域総合型スポーツクラブのプレ事業等で準備期間中でご

ざいますが、難しい面があろうと思います。会員制にしたりなどとありますけども、

そういうところへの部活動の連携は考えておられるのか、そしてまた、その可能性

はどうなのかということの答弁をお願いします。 

○議長（門脇 助雄君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   先ほども申し上げましたように、部活動といいま

すのは、随分、時代や学校制度が変わる中でも、ずっと存続してきた、非常に我が

国固有の学校文化であるというふうに思ってますので、そのことを絶やすことはで

きないし、また、多くの生徒や、あるいは保護者の皆さんも、そういう活動に期待

をされておるわけでございますので、そういうことを考えてみましても、部活動と

いうのは、これからしっかりと私どもは支えていかなければならない、そういう教

育活動だというふうに思っております。 

いわゆる社会体育への移行ということが、随分前から言われておるわけでござい

ますけれど、今申し上げましたようなことからして、なかなか学校文化として、は

ぐくまれてきたものですから、それを社会体育の方へという、そういうお互いに支

え合うという、そこら辺がなかなかうまくいってない。東員町の来年度発足を予定

しております、総合型地域スポーツクラブの方で支えていただいたらどうだという

ことなんですが、それは十分視野に入れておるわけでございますけれど、どういう

形でスポーツクラブが、この先、発展活動をしていただけるかということにかかっ

てくるんではないかなというふうに思っておりますが、いずれにいたしましても、

先ほど申し上げましたような多様な選択肢の中で、ともに支え合って、部活動とい

うものを活性化させていくことが大切ではないかと、こんなふうに思っております

ので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（門脇 助雄君）      藤田興一君。 

○８番（藤田 興一君）   最後の教育長の言葉を信じて、これから子どもたち

が楽しみにする部活動を、柔軟なる対応で、来年から取り組んでいただきたいとい

うことを切にお願い申し上げます。 

そして、２番目の質問に入らせていただきます。 

ちょうど１年前の６月定例会におきまして、私は町長に、道州制と今後の東員町

の方向性について質問をさせていただきました。その時に、私は、道州制に対する

町長の考察、地方分権に対する受け皿、２０万人以上の合併の必要性について質問



をいたしました。その時の町長の答弁は、道州制は、市町村では地域における行政

の主役であるが、現在の町の規模では多くの役割分担を担うことは非常に難しい。

そして、地方分権に関しては、分権に備えて、さらに厳しい行財政改革を断行する。 

また、合併については、東員町も避けては通れない、との答弁をなされました。

かつその答弁の中で、道州制は１０年くくりというか、早くて１０年、できなかっ

たら２０年と思っておるし、東員町の財政等を考えた場合には、そんなに慌てるべ

きではない、行財政をきちっとやっていけば、そんなにジタバタする町ではないと

思っていると、力強い答弁をされました。 

それから１年過ぎたわけでございますが、ご存じのように、国も県も動き始めま

した。最近の情勢を見ますと、１つには政府の道州制ビジョン懇談会では、２０１

８年、あと１０年後には、道州制へ完全移行するとの報告書を政府へ提出しました。 

また、三重県では検討会というものがありまして、先ほど知事へ、単独州を選択

する要望書を出しました。その要望書は、皆様方に、今お配りしております。 

３つ目には、政府の地方分権改革推進委員会では、権限移譲の第１次勧告を決定

しました。まさに地域主権型道州制へと改革が推し進められようとしております。 

そこで、三重県の道州制分科会が、知事へ単独州としての要望書を提出したり、

地方分権の権限移譲が市町の格差を生じたり、合併の拡大など、１年前に町長がお

っしゃられました、そんなに慌てる必要はないという楽観的な主張を捨てる時期に

来たと私は確信しておる次第でございます。 

そこで、町長として、先ほど申しました分権、道州制、三重県の単独州の選択に

関して、町長としての今後の対応、対策や施策について、方針を伺いたいと思いま

すので、よろしく答弁のほど、お願い申し上げます。 

○議長（門脇 助雄君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   道州制と地方分権について、お答えを申し上げます。 

道州制につきましては、自民党道州制推進本部は、都道府県を広域自治体に再編

する道州制の区割りについて、全国を９と１１のブロックに分ける４つの案を提示

いたしております。 

そのほか、政府の地方分権改革推進委員会の第１次勧告は、主として、基礎自治

体である市町村の自治権の拡充を図る諸方策について勧告をしており、その中で国

と地方、広域自治体の役割分担において、基礎自治体に事務事業を優先的に配分し、

地域における総合的な行政の実施の役割を担わせる。また、規模や能力の異なる基

礎自治体が総合的な行政を担うことができるように、広域連合の形式や周辺自治体

または広域自治体による補完など、総合性を担保するための制度の充実を図ること

としております。 



そのほか、基礎自治体が地域における総合行政を担うことができるように、まち

づくり、土地利用規制などの地域の空間管理に関する事務、住民の日常生活に最も

密接に関連する福祉、保健、医療及び教育に関する事務を中心に、都道府県から市

町村への法令による権限移譲を進め、特に行政体の整備が進んでいることを踏まえ、

市に優先的に移譲を進めることとしております。 

また、三重県議会の道州制・地方財政制度調査検討会は知事に対して、基礎自治

体を中心に、自立的で個性的な活力ある地域が実現できるように、できるだけ早く

から、権限、財源、人材を基礎自治体へ移譲することが、県民のリスクを最少にす

る道だと考える等の要望書を提出しております。 

それらの状況から、今後、道州制をめぐる議論は今まで以上に活発化し、さらに

その受け皿づくりとして、基礎自治体へ都道府県から市町村への権限移譲が本格化

してくるものと考えております。今後、第２期の新分権一括法案が制定をされ、権

限移譲が進み、再び道州制による基礎自治体の再編がなされることが、さらに現実

味を帯びてくるものと考えているところでございます。 

ですから、それまでの間に、みずからを律し、町民の皆さんの理解を得て、さら

に厳しい行財政改革を実施し、スリムで強固な行政体を築き上げていかなければな

らないと考えておりますので、議員の皆様はもとより、地域の皆さんとともに汗を

かきながら、知恵を絞っ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

ますようお願いを申し上げます。 

○議長（門脇 助雄君）      藤田興一君。 

○８番（藤田 興一君）   時間の関係で、道州制、地方分権に関しては、また

後日、ひざを交えまして、いろいろ討論していきたいと思ってます。 

特に今から質問させていただきますのは、皆様方の手元に配りました検討委員会

が知事へ出した要望書のことに関して、東員町の考えをお聞きしたいということで、

町長に何点か質問をさせていただきます。 

 県の道州制の立ち上げは、昨年６月に立ち上がって、約１年かかって、その報告

書ができたわけでございます。それは先般、新聞に載ったもので、皆様方ご存じと

は思いますが、この要望書からは、三重県が単独州を選択すると新聞には書いてあ

ったんですけど、どこかなと文面を見ますと、やはりそういう文面が、お手元に配

ってますように、ちょろちょろと見えるということで、新聞を信用して、三重県は

単独州を選択するということを信用して、それに対して知事は、こういうコメント



をしております。道州制によって、三重のよさが失われてしまう可能性もある。三

重は、このままの状況で頑張っていった方がよくなるのではないかというコメント

を、その時の新聞に書かれております。ということは、知事自身も単独州を推奨し

ているというふうに受けとめてしかるべきかと思います。 

 そこで町長にお尋ねしたいんですが、今、お手元に配りました要望書、全議員に

も配っておりますけども、その１番目に、自立できる市町の育成ということで、県

の報告を見ますと、できるだけ早い時期から、権限、財源、人材を基礎自治体へ移

譲することが、県民のリスクを最少にする道だと考えるということが書いてありま

す。先ほど町長がおっしゃいましたように、まさにそのとおりでございます。 

 それで最近、財源の先取りといいますか、伊勢市で、もう既に地区ごとに、予算

と権限を移譲して取り組んでいるという自治体もあります。まず、その前にお聞き

したいのは、この要望書が検討委員会に出たんですけど、これは大きな問題である

と私は思ってます。なぜならば、県が一方的に、検討会がやったことに関して、ま

ず最初にお聞きしたいのは、三重県１４市１５町の方へ、こういうものの要望書の

打診といいますか、そういうものがあったかどうかということに関して、まず町長

の答弁をお聞きしたいと思います。 

○議長（門脇 助雄君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 県の方から町長の方へ、意向とか聞き取りとか、そういうことはありません。 

○議長（門脇 助雄君）      藤田興一君。 

○８番（藤田 興一君）   要望ですけど、ここまで検討委員会が知事へ要望書

を出して、知事がそれだけの単独州を選択するようなことも言ってますから、これ

からその角度で、まだ何回も検討会をやると思いますので、これを最初の案としま

すけど、新聞に載った以上は、ある程度決定事項だと思ってますので、その辺を首

長として、県の方針を、どういうふうに市町は取り組んでいくんだということを協

議していっていただきたいと思います。 

その中から、自立できる市町、やはりもうこれは県がどうであろうと、先ほど私

が言いましたように、もう国も動き出しました。そして２０１８年から、あと１０

年後には移行するというところまで断言しておりますから、町長があと１期、やら

れるかどうかわかりませんけども、やはりこれは大きな目標として、これから東員



町もどういう形で取り組んでいくかというような方針を出していただきたいと思い

ます。 

それに対して町長の案をお聞かせ願いたいと思いますが、よろしくお願いします。 

○議長（門脇 助雄君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 藤田議員から、前段で、先の私の答弁ということを、一部ご報告がございました。

私は道州制が仮に入った時点では、やはり単独では大変厳しいかなと、今も思って

おるわけなんですけれど、ただ少し、今現在は、東員町も頑張って一生懸命やれば、

それこそ東員町のままでいけるんと違うかな、という感じがしてきております。 

そんなことで権限移譲とか、それについて財源がどういう形でついてくるのか、

そこらがわかりませんけど、ただ、国の１次勧告を見せていただいた中では、町村

へ移譲するというのですか、権限を下ろすのは２８というふうな報告がございます。

大半が市に下ろすということで、私は２８の中に、これからきちっと議論をしない

とあかんと思うんですけど、そんなに大変なことではないのと違うかなと。 

ただ、基礎自治体という考え方が、ちょっと違った考え方で、広域というのが出

てきますので、広域ということは、今のところであれば桑名、員弁で、今現在、ご

みとか、消防とか、し尿の関係、そんな形で一部事務組合とかやっておるわけです

ね。だからそういうものが、もっとほかの行政の仕事も、そういう方向に行く。合

併をしなくても、広域というんですか、基礎自治体というものを広域でとらまえて

いくという一つの手法もありますので、全部合併ということではないので、そんな

ことで補完をしていけば、合併というものもそう、という感じでおります。 

 以上でございます。 

○議長（門脇 助雄君）      藤田興一君。 

○８番（藤田 興一君）   確かに私、今、質問の中身で漏らしたと言いますか、

第１次勧告で都道府県から市町村への移譲は３５９事務移譲があるわけですね。そ

の中で先ほど町長がおっしゃいましたように、市町に来るのは２８、だからできる

んじゃないかなと、私もそう思います。 



ただし、この要望書の２番目にありますように、今、最後、町長の口をとめて申

しわけなかったんですけど、単独州でいくときに県はどうするんだということで、

２番目に書いてありますように、政令指定都市の創生、政令指定都市をつくります

よと。政令指定都市というのは５０万人以上ですよね。多分そうだったですね。そ

れから特例市とか中核市があるわけですよね。だから一気に政令指定都市なんてい

うのは大変なことである。 

私も先ほど前段で言いましたように、２０万人以上の合併になりますよというこ

とは、やはり最低特例市までの合併になるのではないか。そうなってきますと、先

ほど言いましたように、市町の２８事務であるといいながらも、合併は県がやろう

としているのですね。そういうことなんですよね。 

だからその辺も絡んでいきますと、町長、今、２番目にあります政令指定都市の

創生といった方策についても、十分検討していく必要があると。要するにつくりま

すよということなんですね。 

ただ、余りにも政令指定都市の５０万人というのは、１年前もお渡ししましたけ

ど、どうですかね、鈴鹿あたりまで全部入れないと５０万人ぐらいにならない。私

はそうではなくして、四日市とか員弁、桑名、東員町でやれば、十分中核市にもな

るというふうに思っております。 

私はそういう意味からいくと、税源移譲が２８であっても、県がそういうふうに

単独州でいく、合併をやりますよということになってくると、そうは簡単にいかな

いだろうと。ということは、東員町はこのまま単独ではいけないというふうな立場

になってくるんじゃないかというふうに思ってますので、先ほど私、町長の口をと

めましたけど、先ほどの続きの答弁をお願いします。 

○議長（門脇 助雄君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 これはあくまでも県の議会が知事に対しての要望でございますので、知事がどう

いうふうな、というのはこれから出てくると思うんですけど、２番目の政令指定都

市の創生というんですか、三重県議会としては、政令指定都市がありませんのでつ

くっていきたい、そんな思いやと思います。 

今現在、政令指定都市というのは、先ほど水谷議員が言われましたように、人口

５０万人です。以前は８０万人というのが出ておったと思うんですが、現在では人



口５０万人以上が政令指定都市と。全国では今現在、名古屋市を中心に１７市ござ

います。中核都市というのが人口３０万人です。現在、全国で３５市あります。特

例市というのが、今現在、四日市が特例市ですが、４４あるわけなんですけど、人

口が２０万人です。 

そんなことで、政令指定都市と言いますと、５０万人以上という考え方が出てく

るんですけど、当然三重県はございませんので、つくりたいという思いというんで

すかね、政令指定都市をつくりたいという思いから出てきておると思うんですけど、

そうなってまいりますと、当然、四日市が中心ということでございますので、桑名、

員弁、四日市で、鈴鹿がどれだけ入ってくるかわかりませんけど、そこら辺が包括

されてくるかなという感じがしてますので、そこら辺もこれから皆さんといろいろ

と議論をさせていただきたい、そんな思いでございますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（門脇 助雄君）      藤田興一君。 

○８番（藤田 興一君）   あと余り時間がないもので、最後に質問させていた

だきますけど、実は全国２４市町村長で参加する新改革推進首長会議というのが２

月に発足されたと思います。これに東員町は参加されたのかどうかをお聞かせ願い

たいと思います。 

○議長（門脇 助雄君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 今のところは参加をしておりません。 

○議長（門脇 助雄君）      藤田興一君。 

○８番（藤田 興一君）   この道州制に関しては、まだまだいろいろ議論した

いと思いますので、また何かの席を持っていただいて、行政、住民、議会一緒にな

って、今後起き得ることについて、東員町どうしたらいいんだという形で、お互い

に勉強していきたい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。 

 それでは３点目に移らせていただきます。 

 財政状況の公表ということについて、総務部長に質問をさせていただきます。 



 地方自治法の第２４３条の３第１項の財政状況の公表で、普通地方公共団体の長

は、条例の定めるところにより、毎年２回以上、歳入歳出予算の執行状況並びに財

産、地方債及び一時借入金の現在高、その他、財政に関する事項を住民に公表しな

ければならないと義務づけられております。 

現在、東員町において、この住民への公表がどのように行われているのか、また

ホームページへの公開や行財政改革推進計画とのリンクといいますか、連動につい

て、総務部長の答弁をお願いします。 

○議長（門脇 助雄君）      近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤 洋君）   ただいまの藤田議員の、財政状況の公表等につき

ましてのご質問にお答えを申し上げます。 

 財政状況の公表等につきましては、地方自治法第２４３条の３第１項及び東員町

財政状況の公表に関する条例におきまして、公表の時期、公表の内容、公表の方法

などを定めております。 

この規定によりまして、毎年５月及び１１月に、収入及び支出の概況、住民負担

の状況、公営企業の経理の状況、財産及び地方債の残高の状況などを作成し、告示

をするとともに、東員町のホームページで「財政状況」として掲載させていただい

ておるところでございます。 

この財政状況のホームページにおきましては、当初予算の概要、決算の概要、バ

ランスシートの状況などを掲載をさせていただいております。 

本町の財政状況につきまして、住民の皆さんに常に関心をお持ちいただきながら、

町財政の運営にご理解とご協力をお願いするところでございます。 

また、東員町の行財政改革推進計画の集中改革プランにおきましては、主要施策

の一つとして、財政の適切かつ健全な運営を掲げておりまして、その推進重点事項

として、経常経費の削減等健全財政の維持、補助金等の整理・合理化、使用料及び

手数料の見直しなどに取り組んでいるところでございます。 

この行財政改革推進計画実施計画の取り組み状況につきましては、広報等で住民

の皆様にお知らせさせていただいておるところでございます。 



財政公表と集中改革プランということで、直接の連携はいたしておりませんが、

いずれにいたしましても、情報を住民の皆様とともに共有しながら、健全な財政運

営に努めてまいりたいと考えておりますので、どうぞご理解のほどよろしくお願い

申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（門脇 助雄君）      藤田興一君。 

○８番（藤田 興一君）   実は昨年９月に、私、町長のホームページのことで

述べた時に、町長の写真を訂正させていただいて、それを見た途端に唖然として、

総務の方へまた訂正をやって、今の町長の写真になっているわけですが、その時に

傍聴者の方から、そんなホームページのことよりも、介護や福祉のことについて質

問をしろというアンケートをいただきました。そうだなというふうに思いまして、

今回またあえて、財政状況の公表に対して、ホームページとの絡みで質問させてい

ただくわけでございます。 

先ほど、同僚委員からいろいろ、先般、私ども行きました長野県の諏訪市とか原

村で、その原村で、この財政状況の公表をインターネットといいますか、ホームペ

ージで見ました。先ほど総務部長がおっしゃいましたように、東員町のホームペー

ジでは、財政状況として１枚目にありますね。 

この中には、平成１６年から平成１８年度、平成１９年度というふうに決算カー

ド、それから財政状況の公表といろいろあります。だけど５月と１１月、要するに

上期と下期でやられるわけですね。半期ごとですから。例えば東員町の財政状況を

見ますと、当初予算があります。これには簡単に書いてありますね。その次の例え

ば上期にいきますと、この紙切れ１枚なんですよね。そこに予算現額は幾らで収入

済額が幾らという、歳入歳出が書いてあるわけですね。これだけなんですよ。 

 そこで総務部長に質問したいんですが、これで情報の公開と言えるかということ

なんです。総務部長にお聞きしますけど、こういうホームページにわざわざ載せる

のは、たったこれだけですよね。じゃあ何のためにこれだけ載せるんですか、それ

を答弁願いたいと思います。 

○議長（門脇 助雄君）      近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤 洋君）   ただいまの藤田議員のご質問でございますが、公

表させていただいております様式の主なものとしましては、予算額ということは現



実でございます。それともう１点は、その中に、東員町の決算状況につきましても

載せさせていただいておりますので、それにつきましては例えば平成１７年度、平

成１８年度の決算額、構成比率とか増減、そういったところで載せさせていただい

ておりますので、予算は予算、流れの中での決算という形でとらえていただければ

と思っております。 

 以上でございます。 

○議長（門脇 助雄君）      藤田興一君。 

○８番（藤田 興一君）   私は何のために、ホームページに、たったこれだけ

を載せるかということを聞いたのであって、回答になってないと思いますけども、

他の市町のことを例にして、だからということで批判をするのではないですけど、

原村というところは、たかだか７千人ぐらいの村なんですよね。そこに、これを引

っ張り出したんですけど、予算というものが５ページぐらいあるわけですね。そし

て、上期・下期が１０枚ずつぐらいある。その中に至れり尽くせりの説明があるわ

けです。東員町の場合は何かと言いますと、ＡとＢを引いてこれだけですよという

短絡的な処理なんですよね。 

せっかくホームページを使われるなら、ホームページを開いて見られる住民の方

もいっぱいおられるわけですね。そういうことを考えますと、先ほど言いましたよ

うに、これをやるなら何のためだったのか、もう少し詳細に書いていただいて、住

民に公表するのが義務じゃないかと思います。 

法律からいきますと、第２４３条では、この方式でもいいと思います。だけど、

これは我々議員をはじめ住民を余りにも愚弄したようなやり方ではないですか。こ

れだったら、はっきり言います。載せない方がいい。それよりもしっかりした資料

をつくって、閲覧方式でやっていただきたい。 

 それともう１つお聞きしたいのですが、こういう状況は職員がやっているのです

か、それとも委託ですか。その辺を答弁願いたい。 

○議長（門脇 助雄君）      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。 

 ただいま藤田議員がおっしゃられました原村の関係ですか、そちらの方も一度詳

しく見せていただきたいと思います。 



 それと、この公表につきましては、内部の職員で作成しまして、公表させていた

だいております。 

 以上でございます。 

○議長（門脇 助雄君）      藤田興一君。 

○８番（藤田 興一君）   今、部長の方から原村の、決してこれはベストとは

言ってませんよ、そこまで住民に対して懇切丁寧にホームページで載せてますよと。

７千人の村ができているのに、２万６，０００人もいる東員町でなぜできないか。

それともう１つ、第２４３条の法律を余りにも軽視している情報の公開ではないか

というふうに思っております。 

先ほど総務部長がおっしゃられましたように、これをあげますから、インターネ

ットで調べればわかりますけども、これをあげますから見てください。それとホー

ムページの中身が物すごくいいです。いいものをまねしてください。僕はそれが改

革だと思ってます。 

 時間も来ましたけども、これが情報の公開であり、住民の立場に立った、きれい

な情報公開をしていただきたいということをお願いしまして、私の質問を終わらせ

ていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

 


