
○議長（門脇 助雄君）      続いて５番、中村充男君。 

○５番（中村 充男君）   一般質問の通告には、４～５点出させていただきま

した。順を追って、ご質問をさせていただきたいと思います。 

 この議会に送っていただきまして、はや３カ月が過ぎました。私もいろいろ町の

方に、ご提案やらお願いを、各課を回って、３カ月奮闘してまいりましたが、何一

つとして実行されたことがない。遅々として私のお願い事が一つも反映されない。 

どうしてだろう。何でこうなるんだろう。いろいろ考えましたときに、この議会

の一般質問の方法に問題があるのではないかと。まずこういった一般質問の通告書

をお渡ししますと、ちょっと内容の不十分なところは、課長、係長が、これはどう

いうことか、もうちょっと詳しく教えてほしいと、このように私の方にみえまして、

これこれはこういうことだということで少し詳しく話しますと、その後、課長、係

長の方々が議会対策会議なるものを開きまして、その場でいろいろ答弁書を作成さ

れる。 

議会対策会議ということは、議会に対して対抗しようと。対立からは何もいいも

のが生まれない、このように私は思っております。そして、その議会対策会議なる

ものでつくられた答弁書は、今まで前例がないとか、以前にこういうことをしたけ

れども効果がなかったのでというような、やらないことの理由ばかりを述べまして

答弁をされる。その答弁書を一本調子で読まれるだけ。 

中村充男が、この質問を終わりますと、ああ、充男の質問が終わってほっとした

とするのと一緒に、私が何を言ったのか、全部忘れてしまっておられるのではない

か、このような感じを受けております。ですから、私どもが今こうした、できない

理由ばかりを述べていただく前に、今やらねばならないこと、今しかできないこと

を、もっともっと検討して、ご答弁をいただきたい。ただ、既存事業の継続ばかり

しているだけ、これではこの町がちょっともよくなっていかないんじゃないか、こ

のような気がしてならないわけでございます。 

 この議場のでき上がったシナリオどおりの質問と答弁を、プラムチャンネルのテ

レビを見られている町民の方々はどう思っておられるかな、このように感じますと、

町長、チューインガムを１時間かんだことがありますか。この議会の様子を見てお

りますと、チューインガムを１時間、かんでかんで、かみちぎったような、味も何

もあったものではない、こんなことなら議会だよりのように、皆さんに郵送で送っ

ておくだけで十分経費の節減ができる、こういうふうな気持ちでいっぱいでござい

ます。 

どうか皆さんご答弁いただく方も、上手に言おうとしなくて結構ですし、上手に

言わなくても、言えなくても結構でございますので、この議会であったことを実の

あるものにするのは、やはり心から、腹から出していただいた言葉、そして町長自

身からイノベーションされまして、これからこうするんだという新しいことにチャ



レンジをする姿勢を、町民や職員の方に見せていただきたい。 

そうすると、町長の積極的な行政運営、手腕、そういうものが形となって見えて

きたときに、ふるさと納税というものが、あんなことをするんだ、ああいうことを

しようとしているんだ、そしたらふるさとの東員町に、これだけ寄附しようかとい

う人たちがふえてくるのではなかろうかと、このように確信しておりますので、こ

ういったことについて、アバウトでございますけども、町長の胸の内をお聞かせい

ただきたいと思います。 

○議長（門脇 助雄君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   中村議員の、一般質問を実のあるものにしては、につ

いてのご質問にお答えを申し上げます。 

一般質問は議題と関係なく、行財政全般にわたる、議員主導による政策論議であ

ることから、質問される議員も、受ける行政側も、ともに十分な準備を行うために

通告制が採用されているところでございます。 

私ども行政は、通告の内容について議長から通知をいただき、議場の中で万全の

準備を整えて、責任の持てる的確な答弁ができるよう十分な調査検討を行い、答弁

させていただいているところでございます。その中の政策論議につきましては、私

どもといたしましては、その議論を通して、大所高所からの政策を建設的立場で議

論することにより、より一層実のあるものにしていきたいと考えているところでご

ざいます。 

また、通告内容に沿った答弁は１回目のみ準備をいたしておりますが、それ以降

の再質問、再々質問の内容につきましては通告をいただいてございませんので、答

弁は、その場で私の思いを、私の言葉でお答えさせていただいておりますことから、

決してシナリオ一辺倒とは私どもは考えておりませんので、よろしくご理解賜りま

すようお願いを申し上げます。 

 以上です。 

○議長（門脇 助雄君）      中村充男君。 

○５番（中村 充男君）   ご答弁いただきました。 

 町長、時代の流れで不必要になった、要らなくなったというようなものが出てき

たら、その費用をほかのことに回して、税金の有効な活用をお願いしたい。今まで

の事業が時代の流れに合わないとの判断は、町長の管理者としての重要な決断でも

ありますし、そのための管理者でもあろうかと思います。そうした観点から、今で

きることを探して動いていただきたい。こういうことをお願いをいたします。 

 先ほど木村議員もおっしゃっておりました、１人の職員で４．５人の方が雇える



と。こうしたコストカットといいますか、歳出の節約でございますが、防犯灯に関

しましても、町長、穴太でお住まいですので、よくご存じだと思いますが、私も穴

太と筑紫の境目がよくわかりません。そして、ここは筑紫かなと思ったら穴太の人

が住んでいる。この防犯灯は一体筑紫が払うのか、穴太が払うのか、住んでいる人

は穴太の人だけれども筑紫の地区だ。新家が飛んでる。こんな難しいこともある地

区もございます。ですからこの時代に合った、即応したご判断をお願いしたいと思

います。 

 東員町は合併をしないという判断をされたわけですから、これからはむだを省き、

税金はより有効に使われて、しかも公平かつ公正に使っていただきたい。そして、

職員でできることは職員でやっていただく。何か、いろんなことを全部職員に押し

つけるのかと思われるかもわかりませんけれども、職員でやれることは職員でやっ

て、そして民主主義の本領を発揮して、コストカッター中村として、これから質問

なり、ご提案を申し上げたいと思います。 

 では、次の質問に移らせていただきます。 

 次に、当町の観光の目玉となし得る大社祭でございますが、先の議会でも、観光

とは何かということを質問しました。まず最初に町長、大社祭と。私は六把野でご

ざいますが、六把野の獅子舞とかヤエヤマザクラ、いろいろ羅列をしていただきま

したが、これもやはり課長、係長がいろいろ調べて並べられただけで、そちら側の

役所の方で、六把野の獅子舞を見に来られた方はいらっしゃいますでしょうか。六

把野の神社にお参りになった方、いらっしゃいますか。そういうものを東員町の世

界遺産に入れていただいたような気分で、六把野の人は気分がいいのですが、皆さ

ん見に来ないものを、東員町の観光の目玉というふうにここで言われるということ

はどうかなというふうに思います。 

 そして、今年は幸いにも上天気でございまして、大社祭も非常に入込客数が多か

ったと、私、喜んでおるわけでございます。 

そこでちょっとこのようなはがきをいただきましたので、ご紹介をさせていただ

きたいと思います。この方は伊勢の方で、祭りと桜をテーマに、全国を行脚されて

おります写真家の方でございます。この方が、私、毎月末、みそか寄せという落語

の会に行っておりますが、３月３１日にちょっと早く出かけまして、伊勢の手前の

川崎というところを歩いておりました。蔵のギャラリーに入りましたら、この方の

写真の展覧がしてありました。そこに東員町の大社祭の写真が幾つも飾ってあるん

です。えっと思ってびっくりして見させていただいて、その方にお話をしまして、

私も東員町ですから、もっといいアングルで写真を構えていただけるんじゃないか

ということで、ご案内をさせていただきました。そのお礼なんですが、手紙を読ま

せていただきます。 

 「拝啓、３月３１日はありがとうございました。４月５日には行ったのですが、



ご紹介いただいた、名前を書いてありますが、ここへ尋ねていきましたが、玄関に

かぎがかかっておりましたので、ほかで見させていただいてきました。また行くの

が少し遅くなったので、人がいつもより多いように思いました。人の後ろでは、な

かなか思うような写真は撮れませんでした。少し厚かましく人の中へ入っていき、

どうにか撮ってきました。余りよい写真は撮れませんでしたが、一応見れるかなと、

自分に言い聞かせて、帰路につかせていただきました。本当にありがとうございま

した。」 

そして裏には２段に、大社祭の写真を印刷されて送っていただきました。 

 このようなことでございますが、そこで私はこの祭りがなかなか見れない。私事

で恐縮でございますが、私の息子の嫁は青森から来ておりまして、この祭りを見せ

てやろうと、孫たちにも見せてやったらどうかと、「今年も天気いいから大社祭を見

せてやりなよ」と言ったら「おじいちゃん、行っても祭りが見れない、だから行か

ない」こういうこと言い出すんです。ですから私は、あの馬場の今までの観客席の

棚の後ろに、しっかりとした、どんな人でも見れるような、もう少し高い棚を常設

して、その下で串カツを売ったり、ああいうバザーをやっていただく方に盛り上げ

ていただいたらどうか。中部公園も立派でございますが、あれから猪名部神社、そ

して木村俊夫先生の記念館、あれを含めた大きな公園づくりをしてはどうか。そし

て、皆さんが猪名部神社と中部公園と離れているとおっしゃいますが、あそこ全部

とは言いません、できる範囲のことを、地主やら保存会の方々とお話しし合ってい

ただいて、どうかこれを東員町の目玉として、もう少しお力添えをいただきたいと、

このように思いますが、町長のご所見をお願いします。 

○議長（門脇 助雄君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   大社祭の観客席を整備しては、とのご質問にお答えを

いたします。 

大社祭の流鏑馬（やぶさめ）・上げ馬神事につきましては､歴史的に見ましても大

変重要であり、県の無形民俗文化財にも指定いただいており、町内の最も大きな祭

りであると同時に、一番の観光資源であります。 

町といたしましても観光パンフレットを作製するなど、各種機会をとらえ、ＰＲ

に努めております。 

 また、一昨年に設立いただきました観光協会におかれましても、大社祭を最も重

要な観光資源と位置づけており、昨年は大社祭のバスツアーを企画をいただきまし

た。また、本年は北勢線を利用して、穴太駅から桜並木を歩き、猪名部神社の桟敷

席でお祭りを楽しんでいただくウォーキング大会を企画され、大変好評であったと

お聞きをしております。これには商工会のご協力も得、観光協会と商工会が売店を

設置いただくなど、さまざまな取り組みをいただいております。 

 ご質問の観客席、売店の設置につきましては、やはり観光協会にお任せしたいと



考えております。しかしながら、歴史的伝統行事であります流鏑馬・上げ馬神事を

後世に伝え、保存するための支援は行政の責任であり、引き続き努めてまいります。 

 いずれにいたしましても、東員町の観光の目玉である大社祭への支援につきまし

ては、今までと同様に各種情報網へ積極的に発信するとともに、現在、三重県が企

画をしております「美し国おこし・三重」の総合プロデューサーの宮本倫明先生か

らも、東員町の観光は大社祭なしには語れず、馬を観光資源として検討してはとの

助言をいただいており、観光協会と連携を密にし、相互に協力を行い、大社祭を通

して広く東員町を発信してまいりたいと考えております。 

 よろしくご理解のほどお願いを申し上げます。 

○議長（門脇 助雄君）      中村充男君。 

○５番（中村 充男君）   ありがとうございました。 

 観光協会にということでございますけども、観光協会も、アイデアは出しても、

お金がどこから出るのかということでございますので、桑名市の多度町のように、

神社・仏閣のお祭だということで、反対の方もいらっしゃろうかと思いますので、

観光協会の方に、町行政の方からご支援を賜って、観光協会で立派なものをつくっ

ていただくということで、ひとつ理解させていただいてよろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 続きまして、先ほど伊藤議員がいろいろ質問されまして、るる説明を受けました

けれども、間もなく杉山砂利、杉山コンテックの後に八千代工業、正式にはワイジ

ーテックというところが来ていただくということでございますし、また城山地区の

東、東員病院から大仲さつき病院までの間の大きなハイブリットパークといいます

か、そこが徐々に切り開かれまして工業団地ができると、こういうことを聞いてお

りますが、私、商売をするにしましても、何をするにいたしましても、何のために

やるのだろうと。 

何のためにやるか。私にあそこの居酒屋をやりたいという相談がありますと、何

のためにやるのかと私は聞くんです。どういう形でやるのかということは聞かない

のです。 

やはりお金もうけでございますけども、このお金には入り口と出口がございまし

て、お金をどんどんもうけていただくのは結構だけれども、このもうけたお金をど

うやって使わせていただくか、ここが問題でございまして、この工業団地も何のた

めに開発しようとしているのかということを考えますと、やはり東員町のさらなる

発展と安定のために企業の誘致をしようということを、先ほどおっしゃっていただ

きました。 

地価を上げ、固定資産税もアップして、収入がふえる。そして従業員の雇用もお

願いする。こういうこともおっしゃっていただきました。それは当然でございます

が、その前に、今、談合やら骨材の異常な高騰によりまして、土木建設建築業は四



苦八苦しておられます。ですから、企業が来て、従業員を東員町優先に採っていた

だくということは、所得税の収入になるわけでございますので、大変結構でござい

ますが、こうした当町の商工会に所属されております建設土木、またいろんな内装

関係の業者の方々を、建設の時点から、町の企業を優先的に使っていただく旨を要

望していただきたいと思いまして、副町長にお伺いをいたしたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（門脇 助雄君）      安藤修平副町長。 

○副町長（安藤 修平君）   中村議員からの、企業進出に伴います地元企業、

また雇用のお尋ねについて、お答えをさせていただきます。 

先ほども、いろいろと質問の中で述べられておりましたけども、企業が新たに進

出計画を立てられるとき、多方面にわたって検討されるわけですけども、その中で、

業種によっても多少異なる部分もあるかと思いますけども、企業の考え方といいま

すか、基本的には関連企業との時間的な距離、地域の受け入れ体制、進出先での雇

用の確保ということが一番大事だということもお聞きしております。 

今回、何社かの企業の進出の計画があるわけでございますけども、まずは企業進

出に伴いまして、雇用、まずこの点についてから、お答えをさせていただきます。

すべての企業ではございませんけども、ある企業につきましては、地元説明会でも、

地域での雇用についての申し入れをいたしておりまして、企業の方も、その旨、理

解を示していただいておりますし、先般も、立地協定を結ばせていただいた企業の

中には、その中で雇用についてうたわせていただいております。 

 これの続きみたいなことになりますけども、先ほど伊藤議員からのご質問で、企

業立地対策特命監がお答えをさせていただきましたように、町内の広報「とういん」

で従業員の募集も行いたい、有料広告を利用しての募集でございますけども、行い

たいというふうなことも言っていただいております。 

 特にといいますか、地元企業の起用につきましても、進出される企業には、それ

ぞれの事情や計画が基本的にはあると思いますけども、できる限り地元企業の参入

の機会、これを与えてほしいということをお願いしておりますし、今現在、進出を

予定されている企業だけではないと思いますので、これからもいろいろと、こちら

の方へ来ていただける企業もあろうかと思いますので、そちらの方にも引き続いて、

その点につきましてもお願いをしていきたいというふうに考えておりますので、ご

理解をいただきたいと思います。 

○議長（門脇 助雄君）      中村充男君。 

○５番（中村 充男君）   ありがたいお言葉をいただきましたが、副町長、そ

れならば城山地区の東側で、今、ハイブリットパークという名称の造成をやってお

ります。ここで今、あの山が、はげ山のように、みんな木を切られて、根も抜かれ

てきました。あそこに携わっておられる方々の車を見られたことがありますか。車



のナンバーは岐阜県ナンバーがほとんどです。ということは、あそこで仕事をして

いる企業は、どうも名前からして岐阜県の人ではないかと、かように思うわけでご

ざいます。そして、県外の業者に対してどういうことをするかというと、そうした

切り取った木、抜き取った根は、どのように、どこへ、どうして捨てているかとい

うことのマニフェストといいますか、そういうものを提出していただいて、厳粛な

る厳しい指導をしていただきたいと、私はそのように思いますが、いかがでしょう

か。 

○議長（門脇 助雄君）      安藤修平副町長。 

○副町長（安藤 修平君）   お答えをさせていただきます。 

 まずもって、お断りをさせていただきたいのですが、現状というのを今つかんで

おりませんので、そのことについてはお答えをさせていただくことができないと思

いますけども、まず東員城山地区の東側の開発でございますけども、開発の許可を

受けて、その後、関係機関と協議をしている途中ということを聞いております。整

ったということは聞いておりませんので、木を切って、どこへ運んでいるかどうか

というところも、まだつかんではいないんですけども、ただ、もれ聞いておるとい

う状況でございますけども、町内の企業じゃない事業者も入っておるかもわかりま

せんけども、町内の企業の方にもお話があって、事業に参画していくといいますか、

造成にかかわることについて、かかわっていく企業もあるように聞いております。

ただ、きちっとした契約が済んでいるかどうかというのは、まだわからない状況で

すけども、そういう話も聞いております。 

 それと、どこへ運んでどうというマニフェストにつきましては、今、私もつかん

でおりませんので、これからつかんでいきたい。そして、しかるべき方法なり処置

なりをとる、もしくは指導するというようなことをやっていきたいと考えておりま

すので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（門脇 助雄君）      中村充男君。 

○５番（中村 充男君）   どうぞ町内の業者の方々も、仕事がなくて非常に困

っておられるところがございますので、できる範囲で、金銭的なものもあろうかと

思いますけれども、そこが合えば、両者折れ合って、町内の企業が潤うようにご尽

力いただきますようお願いいたします。 

 ４つ目に、あの中国の四川省の大地震でございますけれども、テレビや新聞を見

まして大変だなと。今ここで犠牲者の方々に、心中よりご冥福をお祈りするわけで

ございますけれども、あの四川省の大地震を見まして、我が国、我が町も大丈夫か

なと。と申しますのは、遠い遠いと思っておりました中国も、我が日本も、ユーラ

シア大陸というところの１つのプレートの上にある。こうなると、ひょっとして１

カ月後、来月の中ごろにでも大きな地震が来たとき、どうなるんだろう。このよう

に思わせていただきまして、役場の西庁舎の防災倉庫を見せていただきました。 



そうしましたら、びっくりしました。ドアを開けたら、ぎっしりと床にコンピュ

ータが並んでいる。防災品はどこにあるんだろうと思ったら、その奥のドアを開け

て、案内をいただきました。そして、ふっと見ると、「えっ、これだけの水？これだ

けのおかし？」というふうなことで、私びっくりしました。 

その後、こういった資料を出していただきましたけれども、防災品ですね、乾パ

ンが幾つ、サバイバルフーズが幾つ、クラッカーが幾つ、保存水が幾つ、粉ミルク

がどれだけ、雑炊がどれだけ、パンやアルファ米がどれだけ、毛布がどれだけ、こ

れを見せていただきまして、本来ここで担当の部の方に、お手持ちの資料を読み上

げていただきたいのですが、時間もございませんので、こちらで端折って言わせて

いただきますと、乾パンが３，３６０缶、間もなく今年の暮れに賞味期限が切れる

ものが７０箱で２４缶。クラッカー、いろんな物がありますが、粉ミルクはこれで

大丈夫だろうか。一体、何人分で何日分を見ていらっしゃるのかということを、開

けていただいた方に質問しますと、賞味期限があって、たくさん置いておくわけに

はいかないと、こういうことでございました。賞味期限が切れる前に、学校給食な

り、防災訓練で、こういう切れる前のものを、テストパターンで召し上がっていた

だく、そして新しい物を補充する、何も捨ててしまえとは言わない。 

ですけど、本当に来月の中ごろにでも大きな地震があったときに、さあ、こうい

った毛布を出そう、こういった食品を出そう、水を出そう、私のような水飲み、お

茶飲みの男は、あれだけの水を見たら、これで足りるのかなとびっくりしましたね。 

ですから不安をあおるわけではありませんけれども、もう少し他山の石として見

るのではなく、四川省の地震を我が身に置きかえて、危機感をもって臨んでいただ

きたい、このように思わせていただきます。 

 そしてまた、今年は台風も非常に多く発生してきております。先ほど言われまし

た地球温暖化も予測以上に早まってきております。今年の夏の台風は甘く見てはい

かん、このように私、台風一つとっても危機感を抱いておりますが、防災の食品と

毛布、間仕切り、お見せいただきまして、これで大丈夫だという見解がありました

ら、総務部長、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）   ただいまの中村議員から、中国四川省に見る当町

の防災対策はということで、ご質問をいただきました。お答えを申し上げます。 

今、世界ではサイクロンの通過によりますミャンマー連邦南部での高波や強風に

よる被害が報道される中、５月１２日には、中国四川省で未曾有の大地震が発生い

たしました。あってはならない小中学校の建物の崩壊によりまして生き埋めとなっ

た子どもたち、道路の寸断など、人的・物的被害が甚大となっております。一刻も

早く復旧、復興を願わずにはいられません。 



さて、ご質問の本町の防災対策ということでございますが、地震時の地区別避難

所にも指定をさせていただいております各小中学校８校の耐震化、これにつきまし

ては現在完了をいたしておりまして、避難場所を示しますサインにつきましても、

表示をさせていただいております。 

震災直後からの緊急用飲料水、先ほどご指摘もいただいておりますけれど、飲料

水といたしましては、１００トンを確保できる飲料水兼用の耐震貯水槽を町内に３

基備えております。これは地震発生時から、一人の人が一日に生命を維持するのに、

飲料水が３リットルで３日分は必要ということになっておることから、１基の飲料

水兼用の耐震貯水槽、約１万１，０００人の方の緊急用飲料水が確保できており、

３基では約３万３，０００人の方の緊急用飲料水が確保できております。 

それから、これも先ほどご指摘もございましたのですけれど、備蓄食糧といたし

ましては乾パン、サバイバルフーズ、粉ミルク、雑炊などを備蓄をいたしておりま

す。 

次に、各ご家庭に対する対策といたしましては、木造住宅の無料耐震診断を平成

１５年度から実施いたしております。まずは無料で、ご家庭の耐震診断を行ってい

ただきまして、倒壊の可能性が高いご家庭では、補強工事を実施いただくなどの対

策をとっていただくために、本年３月に開催いたしておりますけれど、防災講習会

でパンフレットの配布もさせていただいております。 

また、援護を要する方を対象に、家具の転倒防止を図るための町単独事業として

「家具の転倒防止対策事業」を平成１７年度から実施しております。 

そのほか、地域における対策といたしましては、阪神・淡路大震災の教訓から、

いち早く家の下敷きになった人々の多くを救出したのは、家族や近所の人たちでご

ざいますので、大規模災害時の救助や避難などには、隣同士の助け合いが欠かせな

いということも思っております。そのためには、各自治会におきまして自主防災組

織を、現在、東員町内で２３自治会ございますが、そのうち１９自治会で既に組織

化をしていただき、さまざまな取り組みを行っていただいております。防災倉庫と

ともに毛布、救助工具箱、災害多人数用救急箱の防災用品等の支援をさせていただ

いております。 

また、町単独事業としてのふるさとづくり事業補助の自主防災事業関係におきま

しては、各自治会からご要望のございましたテントとか非常持ち出し袋、ヘルメッ

トなどをご購入いただくための補助も実施をいたしてまいりました。 



いつ、どこで、襲われるかわからない震災ということでございますので、大地震

などの自然現象は人の力ではくい止められませんが、災害による被害は自分たちの

日ごろの努力によって、少しでも減らせるのではないかということで思っておりま

す。 

行政による「公助」、自分の身は自分で守るという「自助」、地域や身近にいら

っしゃる人同士が助け合う「共助」、そういうことこそが、災害による被害を少な

くするための大きな力となります。ただし、身の周りの人を助けるには、まず自分

が無事でなければなりません。「自助」あっての「共助」でございます。ふだんか

ら周りの人たちと、できることなどについて考えていただき、災害に備えていただ

くということこそが大切であろうと考えておりますので、ご理解を賜りますよう、

よろしくお願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（門脇 助雄君）      中村充男君。 

○５番（中村 充男君）   防災倉庫の、まず最初の、入り口のコンピュータが

いっぱい床に並んでいる、あれを見ますと、あそこだけが揺れないということの保

証はないのです。東員町の山の方が揺れるか、川の方が揺れるかわかりませんけれ

ども、少なくとも役場も多少揺れるんじゃないか。そして、商品を出すときに、あ

のコンピュータが散乱したところをどうやって出すんだろうということで、何かフ

ロッピーが入っておるとか、データが入っているので、なかなか処分できないと言

われますが、要らない物なら要らないように片づける、使える物なら使っていくと

いうことで、あそこをそうした倉庫と言えばかっこいいのですが、まあ見たら、足

の踏み場がどうなるかなということでございますので、早急に処理できるものは処

理して、片づけていただきたい。一刻も早く、そうした災害があってはなりません

けれども、対処していただけるようにお願いをしたいと思います。 

 最後に、学校教育における課外活動及び給食費について、教育長にお尋ねをした

いと思います。 

 まずクラブ活動でございますけれども、とある先生で、クラブ活動は授業ではな

いとおっしゃった方がみえるということをお伺いいたしました。私はそれを聞いて、

甚だ残念に思っております。確かに学生時代、１７歳、１８歳までは、学力とか偏

差値がものを言いますけれども、１９歳、２０歳、社会人になってからは、そんな

ものはほとんど学歴・学力は関係なく、人間力の問題だと、こういうふうに思わせ

ていただくわけでございます。 

 その人間力をつけるためには、クラブ活動を通じて仲間のことを思いやる、チー

ムワークをしっかり持つというような教育が、これも学校教育の一環ではないかと、

このように思われるわけでございます。 



 私の同僚議員の藤田議員が、地元でございますので、東員第二中のサッカー部と

か女子のバスケット部の廃部について、広く深く、この後、質問をされるようでご

ざいますので、少し割愛をいたしますが、私の地元の東員第一中におきましては、

既に陸上部が廃部となっておりまして、陸上部がない。そしたら、何であんな立派

な陸上競技場をつくったんだ。しかも第二種公認、この辺にはない競技場をつくっ

たんだと。何でつくったんだろうと疑念を抱くわけでございます。たばこを買った

けれども、マッチを持ってきてくれない。どなたかアフリカに缶詰を送ったけど缶

切りを入れてない。こんなような状況でございまして、非常に残念でございます。

先生方も大変お疲れでございましょうけれども、もう少し行政も先生も、そしてご

父兄の方々も、子どもたちに今できること、今しかできないこと、そういうものを

探して、力をかしてあげていただきたいとお願いをする次第でございます。 

 教育長、先ほどこの議会が始まる前に、議長から、個人のことや過去のことは言

ってはならない、こういうことを言われたんですが、教育長、あなたは昔、何とも

ならなかった高校生を、教師時代に、あなたの熱血とバイタリティで見事立ち直さ

せられた、こういう美談を聞きました。石垣先生を真の先生だと、人生の師匠だと、

その人は言っておりました。鈴鹿で先般お会いして、この話を聞いてびっくりしま

した。その方はすばらしい、独立自由人として、ご商売も大繁盛なさっておられま

すけれども、どうかその時の熱い思い、水は方円のごとくで、丸いところに入れば

丸い、四角いところへ入れば四角いのですけれども、何か教育長、四角か丸か、入

ってしまわれておるような気がしてならないわけでございます。どうか東員町の未

来のために、だれに遠慮することもなく、今までの教師時代の熱い思いとバイタリ

ティを、ひとつ東員町の教育のために、未来のために、一肌脱いでいただきたいと

思いますが、教育長、お気持ちをお聞かせいただきたいと思います。お願いします。 

 それから給食についてでございますけれども、現場の給食をつくっておられる

方々、大変だと思うんですね。給食の食材は上がってきた、そして中国や外国の妙

なものはとり入れることができないということで、食材の高騰で、給食費を心配な

さっているご父兄の方がいらっしゃいます。しかし一方では、給食費を払わずに食

べている生徒もいる。そしたら給食費を上げる前に、この給食費を払わない方々に

何か手は打てないか。それをやってから、給食費、どうしてもやっていけないので

上げていただくと、こういうような順序でお願いをしたいと思いますので、よろし

くご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）   中村議員の、学校教育における課外活動と給食費

のご質問に、お答えをさせていただきます。 

 まず、中学校の部活動についてでございますが、部活動そのものは教育課程外と

いう位置づけではありますけれども、各中学校におきましては、重要な学校教育活



動の一環として取り組んでいるところであります。 

現在、町内の２つの中学校では、種目の違いは若干ございますが、それぞれ１０

の部活動を行っております。 

 しかしながら、昨今の少子化に伴う生徒数の減少によりまして、教職員数も減少

する中で、従前の部活動を存続することが困難な状況になってきたことも確かであ

ります。特に東員第二中学校におきましては、年々厳しい状況になってきておりま

す。 

ご質問にございましたが、とりわけ東員第二中学校の女子バスケット部、サッカ

ー部につきましては、新入部員の数が少なく、３年生が引退した後のチーム編制が

困難になることや、日常の活動が十分に行えなくなることから、来年度の入部希望

状況を見て、部活動の存続について検討することとした、との報告を受けておりま

す。 

 一方、東員第一中学校の陸上部につきましては数年前に廃部しております。個別

に校外で活動を続けている生徒に対しましては、可能な範囲ではございますが、東

員第二中学校の陸上部とともに練習することもございますし、中体連主催の大会に

は、東員第一中学校として出場しております。 

 私のかつての教師時代の部活動について触れていただいたわけでございますけれ

ど、今も情熱は変わっておりませんので、これからも東員町のために一生懸命努力

してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

次に、給食費の未納対策と食材高騰による給食費の値上げについてのご質問でご

ざいますが、初めに給食費の未納対策といたしましては、未納通知の送付をはじめ、

電話による納付勧奨や戸別訪問を行い、負担の公平化に努めております。 

次に、食材高騰による給食費の値上げのご質問でございますが、現在、学校給食

は、食材の価格高騰によりまして、大変厳しい運営を強いられております。学校給

食の賄材料費は、保護者の皆様からお預かりする給食費で賄うこととされておりま

すので、食材等の価格がこのまま高騰いたしますと、保護者の皆様には、他の負担

との均衡を図ることから、これまで以上のご負担をお願いしなければなりません。 

しかしながら、この傾向は急激な上昇でありますので、いましばらく、価格の推

移や近隣の動向を見守っ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

お願いを申し上げます。 

○議長（門脇 助雄君）      中村充男君。 

○５番（中村 充男君）   給食費の未納に関しまして、各家庭を回っていただ

いておるとか、電話をかけていただいているということでございますけれども、そ

の方々の残業代とか、そういうものはどうなっておりますでしょうか。 

 北海道のあるところで、固定資産税４４円を払ってもらうために５０円のはがき

を出していると、これはもってのほかでございまして、そうした経費がかかり過ぎ



て、ちょっとも回収ができないのでは困りますので、卒業して何年以内にこれを払

うとか、そういう覚書なりを書いていただくなり、何回行っても、ちょっともくれ

んというようなことではいけませんので、その点もひとつ含めて、効率のよい、公

平なやり方をしていただきたいということをお願いしまして、私の質問を終わりま

す。 

 ありがとうございました。 

 


