
○議長（門脇 助雄君）   続いて５番、中村充男君。 

○５番（中村 充男君）   今回もまた一般質問の機会をいただきましたので、

通告どおり４点についてお伺いをいたしたいと思いますが、まず消防団の操法大会

におきまして、今年は本当に暑い夏でございましたが、その暑さにもめげず、朝な

夕な訓練に訓練を重ねられまして、県大会で見事優勝という栄を得られました。そ

の選手、またその選手たちを指導、支えてみえました消防団の皆さん、そして何よ

りもご家族のご協力、そしてまたご理解に敬意を表するものでございます。 

 そしてまた、来月には東京の全国大会に出場なさるということでございまして、

何はともあれ、私は応援にかけつけたいと希望いたしております。ぜひとも全国で

一位をとっていただきまして、何も資源のない東員町にこんな消防団がある、日本

一安心な安全なまちだということを訴えていただく絶好のチャンスかと思います。

あと一歩、もう一息のお力でございますけれども、どうぞ残暑厳しい折、体に気を

つけて訓練をいただきまして、最高の栄を得ていただけるよう祈念するものでござ

います。 

 それでは一般質問に入らせていただきます。 

 第１番目は、将来的な財政計画をどう立てておられるかということでございます。 

 私が議員にならせていただきまして、平成１８年度行財政改革推進計画実施計画

検証、こういうものをいただきましたが、何かもちに見えてくるんです。絵にかい

たもちというより、字に書いたもちです。 

 いろいろ計画をなさっておられますけれども、これが半年おくれた、１年おくれ

たと。行政コストを下げる、また今回の議案に提案されております各諸施設の利用

料金の見直しなんかを含めまして、何のために、何の根拠で洗い直して、それを実

行されるか。そしてまた、それを議会や町民の皆様方に、どのように説明をしてご

理解を求めるかということを町長にお伺いをいたしたいと思います。 

○議長（門脇 助雄君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   中村議員のご質問に、お答えをいたします。 

 本町は「入るを量りて出を為す（いるをはかりていずるをなす）」を基本に健全

財政の運営に努めてまいりました。おかげさまで、類似の団体や市町村平均と比べ



ますと財政指標は良好で、本定例会でご報告いたしております「健全化判断比率」

におきましても、いたって健全でございます。 

 しかしながら、我が国の財政は危機的状況にあると言われ「三位一体の改革」、

「平成の大合併」が推し進められ、最近では道州制の議論が現実的なものとなるよ

うな気配がいたします。本町のような小規模自治体の持続的な発展は、非常に困難

な環境にあると言えます。 

 少子高齢社会が進む中で、これまでは家庭などで対応していた子育てや介護など

が、公共サービスとして求められてきているとともに、地域の防犯・防災など、安

全で安心な生活の確保なども、公共サービスとして範囲が拡大し続けています。 

 また、公共施設の維持管理につきましても、受益と負担の公平性の観点から、見

直しの必要が生じてまいりました。 

 経済が成長を続け、人口も増加し、だれもが、きのうよりもきょうがよかった右

肩上がりの時代には、こうした住民ニーズにも対応することが可能でしたが、高い

経済の成長も見込めず、社会経済が成熟期を迎えた今、行政が従来と同様に対応し

続けることは、そう長くは続けられないと考えられます。 

 こうした動向に的確に対応するとともに、将来を見据えて、足腰のしっかりした

この時期に行財政改革に取り組む必要がございます。 

 持続的な発展を遂げる東員町を築き上げていくためには、行財政検討委員会や議

員の皆さんからご意見をいただき、「東員町行財政改革推進計画」と「具体的な取

り組みを定めた実施計画」を、私が本部長を務めます東員町行財政改革推進本部で

策定し、現在、計画の実現に鋭意取り組んでいるところでございます。 

 計画には、公共施設の使用料の見直しや周辺緑地管理、防犯灯の維持管理など、

住民皆さんに負担が伴う項目や、住民皆さんと協働が必要な項目も多数ございまし

て、自治会長会や各種団体会議、広報「とういん」、町ホームページで、最近では

小学校区ごとの語る会で、ご理解とご協力をお願い申し上げてまいりました。 

 東員町をお預かりする私といたしましては、住民の皆さんから見て十分な満足は

できないが、納得はできる行政運営こそが、本町が持続的な発展を遂げる手法と考

えております。 



 本定例会におきまして、公共施設の使用料の見直しを提案させていただいており

ます。どうかよろしくご審議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）   道州制のことも、何か期待していらっしゃるように

お受けをいたしましたけれども、私、最近、モンゴルの歌手とよく会いまして、お

話をします。日本人とモンゴル人の違いがわかってまいりました。日本人は農耕生

活者です。モンゴル人は遊牧民です。東員町に生まれて、東員町の自分の田んぼを

耕し、畑を耕しておる者が、大きな町で、あっち行ったりこっち行ったりというこ

とはやっぱりできない。神田小学校がどんどん人数がふえてきた、鳥取と沢の人は

笹尾の小学校に入れたらどうか、こういうことも言われます。しかし、やはり自分

のところでおりたいというのが、大体、日本人の農耕生活者の考えでございます。

都合がよければあっちこっち、人数で割ってあっちこっちいける、これは大草原の

モンゴル人、遊牧民の考えることだろう、ここらに国民性の違いがあろうかと、こ

ういうふうに思います。 

 そしてまた町長、先ほど、ふやすことより減らさぬ努力をすると、これは本当に

ありがたい、そのとおりの言葉だと思います。そして、今、見直しの時に当たりま

しては、今までが過剰なサービスだったということを、町民の皆さん方にご理解を

いただく努力が必要かと、このように思います。 

 北勢線の存続につきましても、利用者が３００万人の予測が２７０万人だった。

乗客は８２％。そして収益は９１％。まあまあいいところをいっておりますけれど

も、全く赤字でございます。特に近鉄の時には２億２，０００万円、三岐鉄道にな

って３億４，０００万円の収益がある。これもみんな東員町が１億３，０００万円、

そしてそれに附帯するオレンジバスが７，０００万円、約２億円の投資をしている

わけでございます。 

 文化会館の料金の見直し、体育施設の料金の見直し、町斎苑の料金の見直し、み

んなこれらは個々に、一度、損益分岐点を出していただく必要がある。焼き場で１

人お世話になるのに幾らかかるのかという質問に、１体６万５，０００円かかると

いうお答えでございましたが、先般、同じ質問をいたしましたところ、１体５万５，

０００円の経費がかかる。もうここで既に１万円違っております。そして、でき上

がった時には１体１万５，０００円でございましたが、いつの間にか無料というこ



とになりました。そして、また今回には１万円をお願いしたいとの提案でございま

す。 

 きょうは傍聴席にご先輩、ご年配の方がたくさんいらっしゃいますので、中村充

男は何を言うんやと思われるかもわかりませんけれども、私はこの斎苑の料金をど

ういう観点から１万円にしたのか、福祉部長にも何度も、要った経費はもらったら

どうかという提案をしてきましたが、行財政改革のためにご理解をと。全く理解で

きないので、またお伺いをするわけでございます。 

 もう亡くなって、あそこでお世話になる方が、１万円が高いか高くないか、５万

円取られるか、３万円取られるか、知ったことではないのです。暑いかかゆいかも

わからない。息子や孫たちがお世話をしていただくわけです。自分が年をとってか

ら、これが３万円、５万円、何とも思わないです。生きてる間にもっといいものが

欲しい、いい目をさせてほしい。 

 町長もそうでございますが、今から後ろを向いて、議員の皆さんにも頭を下げな

ければなりませんけれども、仲間の議員の中にも、全く危機感のない方もいらっし

ゃいます。住民サービスで何でも無料、何でもやったらいい、こういうことをおっ

しゃる方がいらっしゃいますけれども、これは未来ある子どもたちのために、いま

一度、町長は今までの右肩上がりの町民サービスを見直す必要があろうかというふ

うに思わせていただくわけでございます。 

 そして一貫性のないことは、先ほどの川瀬議員の子どもに対する教育に力を入れ

てほしいといったときには、子育て支援の質問には財政上厳しくなっていると、何

かをやっていただこうというときには、町長、必ず財政上厳しいと。先ほど冒頭に

は、財政力指数は０．８３２、経常収支比率は８０．７で非常にいいのだと。この

使い分けが私、わかりません。非常にいい東員町だと言いながら、何かお願いする

と、財政が財政がということでございます。その辺を私はただしたいと思います。 

 行財政改革推進の名のもとに各施設の利用料金が見直される。受益者負担の適正

化を図るのは当然のことだと私は思っております。持続的な発展のために、東員町

の生き残りをかけた財政政策を切に望むものでありますが、強いご決意をお示しい

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）   お答えをさせていただきます。 



 日本は民主主義と申しますか、いろいろの考え方はみえます。何をするにしても、

ご理解というんですか、極端な言い方をすれば、半数の方のご理解をいただかなけ

れば何もできない。当然、私どもとしては、この行財政改革を進める上で、町民の

皆さんが、まあ仕方がないなというその線でいかないと、幾ら立派なことであって

も、それは少し無理やないかということであれば、物事はできないと思います。 

 だから今回のことにつきましても、いろいろなことで１年おくれたとかあります

けど、やはり理解をもらわないと物事は進んでいかないということもございますの

で、どうぞその辺は、まあこの辺でというようなところのご理解をぜひいただきた

いと思います。大変社会が厳しい時代でございます。そんな現代でございますので、

中村議員の言われることも、私も十分理解する部分もございますけども、皆さんの

ご理解がこれでいただけるか、それもまだわからない状況でございますので、どう

ぞその辺は、ぜひ私どもの出させていただいた案について、ご理解をいただくよう

に、よろしくお願いをしたいと思います。 

 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）   私もお金が要るより無料の方がいいんです。しかし、

これからの将来ある子どもたちのために、我々が今何をなすべきかという、将来世

代への負担増につきまして懸念がされるので、今、ある程度足腰がしっかりしてい

る間に対策を打つ必要があろうかと。財政の健全化と町民サービスの向上、これは

非常に両立するのが難しいと思いますけれども、皆さんの知恵ある運営をお願いし

たいと思います。 

 そして、先ほど三宅議員の方からもございましたけれども、町の斎場使用料、こ

れは私、５万円かかるところ２万５，０００円なり、６万円かかるところ３万円な

り、半分だけでも町が負担して、利用者の方からいただくべきではないかと、こん

なことを議場で言っていいかどうかわかりませんが、お葬式をすると香典も来ます。

最近はたくさん集まるようになってまいりました。しかし、香典返しはなしにしよ

うということでございます。 

 皆さんが斎場の利用料金をただにしろというのは、選挙対策でございまして、本

来これはある程度要った分はいただく。町民の皆さんは何を望んでみえるかと言い

ますと、葬式であそこへ行かれた方はわかりますが、ここでお茶を飲んだらあかん、



そこでご飯を食べたらあかん。うちへ帰ってくれとバスに２往復代のお金を払うん

です。 

 そしてその前に、いろんなまたお年寄りをねらった葬儀場がオープンしてまいり

ましたけれども、ここでやると１００万円、１５０万円、２００万円かかるんです。

それぐらいなら東員町がポッカリと大きなものをつくって、組や班の方々に世話に

なって、葬式代が２０万円ばかりでおさまった、こんなような場所をつくった方が

よっぽど安く上がる。特にネオポリスの皆さん方で屋敷が狭い、入口が狭い、そう

いう方々には、葬儀屋さんには大変申しわけございませんけれども、そういったと

ころをつくって、多目的なホールが必要ではなかろうか。こういうものを皆さんは

望んでいらっしゃるのではないか。そうすれば３万円、５万円の焼き代は安いもの

です。 

 どうかひとつ町民の皆さんの心を揺さぶるようなサービスをしていただいて、桑

名でお世話になろうと思ったけども、東員町でお世話になるかと、人が集まって、

喜んでいただけるような施設づくりにお知恵を出していただきたいと思わせていた

だきます。 

 物不足、金不足よりも恐いのは心不足でございます。家庭の円満も、まちの平和

も、人を思う心から始まる、そういうところから生まれてくるんだということもご

認識をいただきたい。 

 隣の町、いなべ市がこうだから、桑名市がこうだから、東員町は自立のまちを目

指して合併をしなかったんです。そしたらいなべ市はこうだから、桑名市はこうだ

からということよりも、もちろん隣町に合わせたり、体裁や協調も必要かもしれま

せんが、我がまち東員町の身の丈に合った、我が東員町の財政状況に見合った料金

体制が一番だと思わせていただくわけでございます。 

 先のことをくよくよ思ったら何もできません。きりもありません。しかし今、行

政ができることを精いっぱい努めていただく、そして皆様にご理解をいただくこと

が、豊かな安心なまちづくりの近道だと私は確信いたしております。 

 町長、私は飲食店を営んでおりますが、自分で料理をつくられたことがあります

か。政治は料理だと私は思っております。砂糖ばかりで味つけもできない。塩も必

要。しょうゆも必要。ときにわさびやとうがらしも必要でございます。そして食べ

た人の心をうならす隠し味も必要でございます。 



 昨今では、創作料理なるものがはやってまいりました。よその店にはない手づく

りの料理でまねのできないソースを研究して、それを召し上がっていただいてご満

足いただいているのが飲食店でございます。それはまさしく個性豊かで活力ある地

域社会の実現といいますか、まちづくりをして、町民の皆さん方の満足という、笑

顔あふれる東員町にしていただきたい、かように思わせていただきます。 

 そして、先ほどの１番目の質問とリンクしてまいりますが、次の２番目、危機感

について、お伺いをいたします。 

 大変横着を申しますが、かつてロシア帝国、大英帝国の衰亡論を読んで考えてみ

ますと、その２つに共通して言えることは危機感のなさと、改革や変革を一部の利

権者、一部の既得権者に圧力をかけられて抑えられてきたことであります。 

 当町の施設の料金改定におきましても、大変ご無礼でございますが、選挙のこと

を考えて、議員の仲間も無料に、減免措置をと言っておられますけれども、住民サ

ービス、住民サービスと、全く危機感のない方がいらっしゃいます。だれでも、先

ほど言いましたように何もかも「ただ」が一番いいに決まっているわけでございま

すが、未来ある子どもたちのために、今こそ英断をされることが必要かと思います。 

 そして、この財政も危機感を持っていただく。きのう、三和小学校の校庭で行わ

れました防災訓練も、私、出させていただきまして、先ほど木村議員が言われたよ

うに、これでいいのかな、今ドーンと大きな地震が来たらどうなるんだろうなとい

うようなことを考えておりました。 

 最近、地球温暖化のせいか、酸性雨のせいか、松は枯れてくる、そしてあちこち

でゲリラと呼ばれるような集中豪雨で大きな被害が出ております。そのたびに市長

や町長、関係機関の人たちは、想定外でした、予想外でしたと、こう言われるんで

す。想定外とか予想外という言葉はないんです。危機感の上に想定外という言葉は

単なる逃げ口上にすぎない。私は、あらゆることを考えて対策を打つのが、危機管

理をやっていらっしゃるトップの姿勢だと、このように思っております。 

 操法大会の全国大会で立派な成績をおさめられまして、日本で一番安全なまちを

目指すんだと、あらゆる想定をして危機感に臨んでいただきたいと思いますが、町

長の今の思いをお聞かせください。 

○議長（門脇 助雄君）   佐藤均町長。 



○町長（佐藤 均君）   中村議員の、危機感についてのご質問にお答えをいた

します。 

 本町は、これまでも行財政運営の改善や合理化のために、効率的な職員の定員管

理をはじめ、行財政の見直しを進めてきたところであります。また組織・機構の整

備についても、住民の方々の利便性の確保を優先し、多様化しているニーズに対応

し、簡素で効率的な行財政運営に努めてきたところでございます。 

 しかしながら、これまでも申し上げてまいりましたとおり、国の構造改革により、

地方交付税や国庫補助金が削減されておりますし、少子高齢社会への突入により、

これまでと同じような「あれもこれも」といったような考え方ではなく、行政は行

政でなければできないことと申しますか、最低限の安全保障を行いつつ、戦略的な

施策の展開を、住民の皆さんには相応の負担を担っていただくという、新しい視点

に立った行政運営への転換が必要となっております。 

 行財政改革の必要性や公共施設の使用料見直しにつきましては、先ほども申し上

げましたが、講演会の開催、広報「とういん」や町ホームページへの掲載、関係団

体会議、また、これまで過去２回の自治会単位の懇談会や、この夏の小学校区ごと

の語る会などで資料もお示しし、ご理解を求めてまいりました。 

 住民の皆さんにお願いするばかりではなく、行政内部といたしましても一生懸命

内部改革に取り組んでおります。その結果を、自己評価ではございますが、お示し

させていただいておりまして、先日も大崎議員にご答弁申し上げたとおりでござい

ます。 

 よろしくご理解賜りますようにお願い申し上げます。 

○議長（門脇 助雄君）   中村充男君。 

○５番（中村 充男君）   東員町とはちょっと関係ありませんけれども、９月

２日に菰野町から四日市市の方に豪雨が来ました。山城駅の東側地区のところに避

難勧告が出されましたが、だれ１人として避難された人はおりませんでした。大丈

夫やろう、皆さん、そう思っておられるんです。 

 この前、東員町議員の有志におきまして、大台町、そして旧宮川村を訪問させて

いただきました時、あの土砂災害で、やはり判断といいますか、まあなかって当た

り前でございまして、早く避難勧告、避難指示を発令する、そして言われた住民は、

その指示に必ず従う。私、この間、山城の知り合いに、僕なら一番最初に逃げると。



顔は大きいけど心は小さいのです。肝っ玉は小さいから一番早く逃げる。そして学

校なら学校に行って、一番いい場所を取るぞと、このように私は言わせていただき

ました。後から逃げて玄関あたりで横になっている。これよりも一番最初に逃げて、

やはりそういう行政の指示を町民の方にも徹底していただく、この危機管理。 

 こうなると行政も議会も、そして町民の皆さんも、この危機感に欠けておる。大

変ご無礼でございますが、そんな感がいたしますので、私はひとつ町長に、財政破

綻いたしました夕張市、そして四国の海士（あま）町、そして青森県の東津軽郡今

別町、こんなところ、もうダメだと言われるところ、総称して「夕張研究会」なる

ものをつくって、いいところばかりを見る、あそこは財政がいいとか、今の議員の

研修もそうでございますが、あかんところを一遍見て、なぜこんなことになったん

だろうと、今どういう苦しみをしているか、これではいかんというような、夕張市

の方に悪いのですが、夕張研究会なるものをつくっていただいて、皆さんで東員町

に危機感を植えつけていただきたい。 

 青森県の東津軽郡今別町では水道料金が２７％アップした。職員の給与が５％か

ら１０％カットだ。町長は何と６０％カット。議員は４０％カットだ。そして北海

道の赤平市でございますが、市で病院を持っているところは、みんな破綻寸前なの

で、患者よりもお金のことが優先している。 

 私、この前も医者とけんかしてまいりました。入院をしていても３カ月で、どこ

かの病院へかわるか、家へ帰ってくれと。そしたら３カ月で病気を治せと、こうい

うようなことでございますが、お金がないからそのようになっていく。これでは人

の命をどのように考えているかということが心配されるわけでございます。 

 そして赤平市におきましては、人口１万４，０００人でございますが、３人に１

人は６５歳以上で累積赤字が３２億円、そのために市民の安全を守る大型の消防車

を５５万円で売却。共同浴場も閉鎖した。軽自動車税はアップした。下水道代金は

２０％アップした。こういうものを皆さんが知ったら、こうなってからでは遅いん

だということを東員町の皆さんにわかっていただく、これもやはり行政の仕事の一

つではないかと私は思わせていただきます。 

 ＲＤＦに関しましても、私は２０年前に町長選挙に出ました時に、ごみの焼却熱

源を利用して、いろんなことを提案してまいりましたが、一笑されてしまいました。 

 先日、同じく大台町へお伺いしました時に、大台町長も、このＲＤＦにはだまさ

れたと。ごみを資源として買ってもらえる、そういうはずが、５，０００円のお金



を出さないと処理してくれない。今度はまた９，０００円に上がってきた。そして、

そのごみを燃やした熱源で電気を発電して、どこかに売電して収益が上がれば、そ

の市町村にまたお金で還元するようなことが何らやられていない。これは偽善エコ

ロジーという問題でございます。一部の企業や利権者によってまつりたてられたＲ

ＤＦも同じではないか、このように思うわけでございます。できれば町長会で、三

重県総じて、その当時の知事に賠償責任を申してほしいと私は思っております。 

 歴史をひも解いてみますと、ロシアや中国の共産党は日本の高度な福祉を目標に、

市民サービスを訴えて活動していただいております。ありがたいことでございます。

しかし、どんどんその福祉が実現されまして、いまや福祉やサービスは当たり前に

なってきた。もっともっと高度なサービスを求める時代になってまいりました。自

分たちの義務を先行することなく、権利の主張ばっかりするようになってまいりま

した。 

 しかし、ここの図書館に置いてあるかどうかわかりませんが、ドラッガーという

人が「断絶の時代」という本を書いておられます。その一節に、福祉事業がかえっ

て貧困を起こす、こういうところがございます。余り福祉、福祉と言いながらやっ

ておりますと、だんだん真綿で首を絞められたように、みんながダメになっていく

ようなまちになっていくのではないか、こういう警鐘を鳴らしております。 

 元気があれば何でもできる。今、東員町が元気なうちに、ひとつ将来のために手

を打っていただきたいと思いますが、町長のご決意をお願いします。 

○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。 

 いろいろと中村議員に教えていただきましたけど、私は町長にさせていただいて

から、すぐに行政が今までやってきた仕事から、住民の皆さんに助けていただける

部分は住民にという話とか、企業誘致等には行政はお金は出しません、あくまで民

間でやっていただきたいというようなこととか、公営住宅、今までは町がやってき

た住宅も、その政策はとりませんと。民間でできる部分は民間にお願いしますとい

うことで、今まであった住宅も建築をしておりません。 

 そして、いろいろの場と申しますか、いろいろの会合の場で、東員町の置かれて

おる状況、そしてこれからは皆さんで助けていただける部分は、皆さんでどうぞひ

とつ助けていただきたいというようなお話は、事あるごとにさせていただいており

ます。 



 きょう、シルバーの大学の生徒さんが傍聴に来ていただいております。その場で

も、そういうことは訴えさせていただきました。常日ごろ、私はいろいろな場で、

今までみたいなことはもうできませんと。大変社会の状況も厳しい。給料も上がり

ませんし、大変厳しい時代でございますけど、どうぞ自分たちのまちは自分たちで

つくっていくんや、そんなまちを私ども目指しておりますので、助けてくださいと

いうお願いは、いろいろな場で、私はさせていただいております。 

 私も今までどおり無料がいいんです。選挙ということを考えた場合は、無料の方

が私もいいんです。しかし、子どもたちから何をしていったんやということで必ず

しかられるということで、大変厳しいところでございますけど、有料化をさせても

らいたい、見直しもさせてもらいたいということで訴えさせていただいております。 

 どうぞご理解をいただきたく思います。 

○議長（門脇 助雄君）   中村充男君。 

○５番（中村 充男君）   町長も選挙で選ばれた、私たちも選挙で選んでいた

だいた。町民のことを考えてこその発言でございますので、どうかひとつ皆さんに

ご理解をいただけるような文言で町長には頑張っていただきたい。 

 頑張っても報われるとは限りませんけれども、頑張らないと報われません。ひと

つこれを肝に銘じて、よろしくお願いをいたします。 

 次に教育長に３番目、お伺いをしたいと思います。 

 保育園と幼稚園が一体化をいたしまして、保幼一体化のその後の経過は検証され

ましたでしょうか。結構なお金を使って立派な建物を建てました。幼稚園と保育園

が一緒になって、どんなメリットが出て、どんなデメリットが出てきたか、その検

証をお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（門脇 助雄君）   石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   中村議員の、保幼一体化後の経過と検証について

の質問にお答えをいたします。 

 幼児期における保育・教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なもので

あり、子どもを取り巻く環境が大きく変化をし、子育てに対するニーズの多様性が

進む中、幼稚園・保育所の役割はますます重要になっています。 



 当町では、保護者の就労の有無によらず、すべての幼児が同じ環境、同じカリキ

ュラムで園生活を行うことによりまして、幼児の発達や学びの連続性を可能にした

幼児教育の充実を図るため、平成１１年４月の神田幼稚園・東員保育園での幼保一

体化を皮切りに、すべての小学校区で幼保一体型施設の整備を進めてきました。 

 このような施設整備によりまして、合同の保育・教育活動を実施することができ、

幼稚園児と保育園児の交流やかかわり合いが深まり、友達の範囲も広がることによ

って、園児一人一人が集団生活の中で自信を持って行動できるようになっています。 

 また、かかわり合いが深まるにつれて、自分たちで考えるルール遊びに深まりが

見られるなど、学びも進んでいますし、教育活動の中、異年齢集団の交流をとり入

れることによって、いたわりや思いやりの気持ちをはぐくむこともできています。 

 同じ環境の中で同じ指導で学んでいますので、身につけなければならない力も、

同じようにつけることができます。そしてそのことが、次の段階へのスムーズな移

行を可能にし、園児に不安を抱かせるなどの負担もかかりません。さらに、同じ地

域の子どもが同じ施設で一体的な保育・教育を受けることになりますので、小学校

へとつながる育ちや学びの連続性も図ることができ、小学校に入学した１年生の様

子は、毎年大変落ちついてきています。 

 職員にとりましても、異年齢集団の交流を取り入れたことによりまして、全職員

で園の子どもたちを育てているという意識が持て、子どもの姿の情報交流や異年齢

児の発達を学ぶことによって、きめ細かな指導が可能になり、質の高い保育・教育

につながっています。 

 さらに、小学校の児童や教職員との交流も進めて連携を深めており、就学前教育

と小学校教育との円滑な接続を先駆けて実施ができております。 

 保育園と幼稚園の融合は、まさに異文化の交流でございます。制度が異なってい

ますので、どうしても多少の問題が生じますが、幼保一体化施設は、自分と違う相

手の状況を受け入れ合い、ともに暮らす体験を通して、社会の変化の中で、失われ

つつある人と人とのつながりや心の豊かさをはぐくむことのできる大きな可能性を

持った施設でございます。 

 今こそ、子どもの側に立った保育・教育の質に目を向けた幼児教育に、しっかり

と取り組んでいかなければならな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。 



○議長（門脇 助雄君）   中村充男君。 

○５番（中村 充男君）   現場の先生方の意見にも耳を傾けていただきまして、

現場主義で子どもたちの教育に当たっていただきたい。 

 しつけでございますけども、保護者が保育園や幼稚園、学校側に任せてしまう、

こういうような傾向があるように感じます。生活習慣、しつけ、これは小学校に入

るまでに必要だろうと非常に感じております。 

 テレビで小学校１年生の「小１プロブレム」、先生がちょっと黒板を向いている

間に走り歩く、ガタガタ、机やいすを揺らす、こういう子どもたちがひっきりなし

でございます。東員町の保育園・幼稚園を上がってきた子にはこういうことがない

と自慢できるように、ひとつやっていただきたいと思います。 

 先般、９月１日から３日まで、毎年やっておられます富山の越中おわら風の盆で

ございますが、この祭りは、私、毎年お伺いをいたしておりますけども、ごみ１つ

落ちてないんです。桑名の石取祭の後に行きますと、ごみ、ごみ、ごみで、ごみで

けつまずく。四日市の花火大会ではペンキで自分の場所とりをした、こういうよう

なやからも出てまいりました。しかし、八尾のまちへ行っていただいたら、ごみ１

つ落ちてない。これはきのうきょうできたものではありません。保育園・幼稚園の

時から、これはここに捨てる、これはここに捨てる、全部、３歳児からの教育でな

されているということがわかりました。 

 そして富山の大学を出てきた人が１人、四日市におりますが、この人もお母さん

にペットボトルはこれ、びんはここ、ごみはここと一生懸命指示しているんです。

あんたに言われることないと親が言っておりますけども、この教育は大学で学んだ

ものより、もっとすばらしいものがあろうかと、私はそう感じさせていただいてお

ります。 

 先般、朗読ひばりの会というところで、大型絵本の「わらっちゃった」という本

に私感動いたしまして、きれいな透き通った声で、内容も本当に奥が深いのにわか

りやすく、ほっと心が洗われたような気がいたしました。みんな笑っている顔が大

好きな者ばかりだと思います。笑顔のまち東員町を、どうぞアイデアを持ってつく

っていただきたい。 

 そして４番目の、認定こども園のことでございますが、これは先般来、いろいろ

問題になっております後期高齢者医療制度、これと同じようにならないだろうかと

私は心配しております。 



 今、保育園で保育待ちの人がいる。働いている人のために保育園で預かるわけで

ございますが、居酒屋をやっていたけど、今、飲酒運転が厳しくなったので、やめ

て保育所でもつくろうか。こんな人、みんな認定こども園に入るわけです。そして

よそが３万円なら、うちは１万５，０００円でいいと、こういうようなことできま

すと、ほったらかし。こどもたちの教育のことを何ら考えていない。今の老人のデ

イサービスと一緒でございまして、補助金がもらえる、こんな楽な仕事はないとい

うような安易な気持ちで、こういうものを開設される人がないように。公共の保育

園・幼稚園に関係はないかもしれませんけれども、どうかひとつ、これについても

教育長としてご助言をいただきたいと思います。 

○議長（門脇 助雄君）   石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   中村議員からいただきました、認定こども園につ

いてのご質問にお答えをいたします。 

 現在、国が進める「認定こども園」は、「就学前の子どもに関する教育、保育等

の総合的な提供に関する法律」に基づきまして、幼稚園と保育園の枠組みを超えて、

小学校就学前の子どもに対し、保護者の就労の有無にかかわらず、幼児教育・保育

を一体的に提供するとともに、地域における子育て支援の取り組みを充実させるた

めの新たな選択肢として導入をされた制度でございます。 

 平成１８年度の制度創設から約２年が経過しようとしているところでありますが、

今年４月１日現在、全国で認定件数は、当初の国の目標である２，０００件を大き

く下回る２２９件となっております。 

 認定件数の伸び悩んでいる要因といたしましては、申請手続の煩雑さや国の財政

的支援が手薄である、運営上のメリットが乏しいなど、各自治体や、保育所設置者

からはさまざまな意見が挙げられております。 

 また、私立の幼稚園・保育園を持つ自治体からは、保育所最低基準の崩壊や、こ

れまで私立保育園であっても、住所地の自治体が行ってきた入所決定等の権限が及

ばなくなるなど、デメリットも多数見受けられます。 

 一方、認定こども園化した施設を利用している保護者、施設者を対象に、昨年度

末に国が実施したアンケート調査では、保護者の約８割、施設者の約９割が、認定

こども園制度を何らかの形で評価をしているという結果が発表されております。 



 評価している点として多く挙げられているのが、保護者の就労の有無にかかわら

ず、子どもを預けることができることや、教育内容の充実などであります。 

 本町におきましては、議員もご承知のとおり、国に先駆けて幼稚園・保育園の一

体化を進めてまいったところでありまして、昨年度末には、すべての小学校区に幼

稚園・保育園の一体化施設の整備を完了したところでございます。 

 ３歳児以上の園児につきましては、幼稚園児・保育園児の区別なく、同じクラス

で、同じ保育・教育を実施し、保護者の就労形態が変わった際には、園をかわるこ

となく保育園から幼稚園へ、また幼稚園から保育園へと、子どもの環境を変化させ

ることなくスムーズな移行ができるなど、保護者の皆様や園の関係者からも大変高

い評価をいただいております。 

 このようなことから、本町では、国の進める「認定こども園」と同様のサービス

を、平成１８年度の制度創設以前より、保護者の皆様に提供することができている

と自負しているところでありますので、現在のところ、町内の幼稚園・保育園の認

定こども園化は考えておりません。 

 国では、伸び悩む認定こども園化を促進するため、「認定こども園制度の普及促

進等に関する検討会」を設置し、今年７月末に、認定こども園の普及啓発促進につ

いてを発表しました。この中には、園設置者への交付金の窓口一本化や会計処理弾

力化などの運用改善案を示されてはおりますが、まだまだ公立保育所にとって決定

的なメリットとなるものは見出せません。 

 このようなことから、当町といたしましては、国の動向を見つつ、慎重に今後の

方針を検討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。 

○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。 

 保育料や給食費を払わない親がいると、こういうこともございまして、子どもの

教育ばかりでなく、親の教育も必要だと、私はそう思っております。親として、だ

れもが自分の子どもだけはいい子になってほしい、いい子に育ってほしいと、こう

思うのは親の願いでございます。そしたら、その子どもたちも、うちの父ちゃん、

僕の母ちゃんは、よその人にうしろ指さされることなく、いい親であってほしいと

思っていると思います。どうかそういう子どもたちの願いを聞いていただけるよう

な親に、教育関係者としてご指摘をいただいて、子どもの教育とともに親の教育も



やっていただきたいということをお願いいたしまして、一般質問を終わらせていた

だきます。 

 ありがとうございました。 


