
○１５番（門脇 助雄君）   今年７月１３日から７月１５日にかけて、三重県の伊勢市で

全国の知事会議が開かれました。その中で、三重県内の各市町の首長の歓迎のあいさ

つ文が掲載されております。この中で２９の市町がありますが、２７の市町の各首長の声

を新聞は掲載しております。しかし、その中にお隣のいなべ市の日沖市長の首長の声は

掲載されておりません。そして、東員町は大きな広告が東員町という形で掲載されており

ます。 

三重県、あるいは三重県知事も、年に２回開かれる全国知事会議、力の入れようが随

分激しかったのでございますが、実は７月１６日、中日新聞の時事川柳の中で東員町の

永井久一さんが次のように川柳に投稿してみえます。「はしゃいでいる知事に出したい離

縁状」という、三重県の知事会議を批判して、東員町の永井久一さんが時事川柳で投稿

してみえます。これらのことも考えて、これからお互いにやっていきたいと考えております。 

 それでは本題の質問に入らせていただきます。 

 振り返ってみますと、平成１７年、平成１８年ごろから、私も含めて多くの同僚議員から温

泉を掘るように提案してきました。そして１期目の佐藤町長は、その気になられ、もう今に

も決断されるのかと思われるような答弁でした。しかし、ずるずると時間の経過で今日に

至っております。 

私はいなべ市の阿下喜温泉に出かける中で、先ほど申しました日沖いなべ市長の話を

温泉で耳にします。いなべ４町の大合併で大変苦労されておるわけですが、絶えず新聞

ダネになり、時々トップ記事で、悪く言えば叩かれてみえます。そんな中で阿下喜温泉の

中に入っておる限りは、大変日沖市長の高い評価の声も聞きます。２期目の佐藤町長、

まだ温泉が完成するまで任期はあります。今日までの議論を踏まえ、そして高齢者の健

康維持と保健福祉センターは３０年が経過し、大変手狭になっております。そして建物の

傷みも見られます。老朽化が進んでおります。どうかひとつ、温泉つき健康施設で高齢者

の熱い思いを早急にかなえていただくよう要望して、町長の答弁を求めたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   門脇議員からの元気な町おこしに温泉施設を、の質問にお答え

を申し上げます。 

高齢者対策につきましては、本年度からの第４期高齢者福祉計画・介護保険事業計画

が策定され、高齢者の保健・福祉施策等を推進する上での基本理念を「誰もがいつまで

も健康で安心して暮らせるまち、とういん」と定め、介護予防事業に重点を置き、認知症予



防対策、健康づくりの推進、生きがいづくりや社会参加の推進として、元気老人サロン事

業、老人クラブ活動の支援等の各種事業を実施しているところでございます。 

ご質問の、高齢者の健康維持のための保健福祉センターに温泉施設の建設につきま

しては、以前にも同様のご質問を他の議員からいただいておりますが、第５次総合計画の

まちづくりアンケート調査で、今後のまちづくりの特色についての設問に対し、一番多い意

見として、５７．３パーセントの方が健康福祉のまちを希望してみえます。 

ご承知のとおり、温泉施設は相当な建設費と維持管理が必要になりますが、健康増進

施設としては非常に効果があるものと考えるところでございます。さらに研究をさせていた

だき、本町に本当に必要な施設か、しばらく検討させていただきたい。 

と申しますのは、以前にも老人の方におきまして、外でグランドゴルフとか、そういうス

ポーツを通じての方は、今たくさんの方がしていただいておりますけど、少し体のご不自

由な方にということで老人施設を、というようなことを考えた時がございます。その時に、東

員町にそういうハード事業は必要がないと。いろいろな施設を先輩の方がつくっていただ

いて、東員町としては大変厳しい時代であるので、お年寄りの方から、そういうハード事業

はやめよというようなご指摘をいただきました。そんな経緯から、その施設はつくらないと

いうことで決定をしております。 

そんなことで、温泉施設も、温泉だけであれば１億円弱で掘れると思いますけど、あと

の保養施設等を考えますと、大きなお金が要るわけでございます。大変な社会の情勢も

来ておりますので、この後の保健福祉センター、先ほど言われましたように３０年が経過し

て老朽化も進んでおります。その時の改築とあわせてということであれば、やはりそういう

ことも考えないとあかんと思いますけど、今直ちに温泉を掘るということは、しばらく考えさ

せていただきたいと思いますので、よろしくご理解のほど、お願いを申し上げます。 

以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   門脇助雄君。 

○１５番（門脇 助雄君）   実は東海地方の最大の政令都市、名古屋市のトップに今年

の春、河村たかしさんが当選されました。この話は、実は６月定例会でも同僚議員からる

るありましたが、私ももう一度、重複してお聞きしたいと思います。税金を払う方が地獄の

苦労で、その税金で食っておる方が極楽しておるのは間違っておる、公僕の精神が施政

の絶対の原点と、新しく名古屋市長になられた河村たかしさんは申されております。 



町長も今、温泉は１億円ぐらいかけてという話も出ました。当然１億円かければ、１，２０

０メートルぐらいは掘れます。そうすれば、ほとんどのところで良質の湯に恵まれます。い

なべ市の阿下喜温泉には、多くの東員町の町民の方が、バスや電車を乗り継いで利用さ

れておりますし、私も時たま入らせていただいて、裸のおつきあいをさせていただきますと

本音が聞けます。その中でこういう話も出ます。町長はだれでもいい、温泉を早く掘ってく

れた人に投票するわという声も聞きます。町長も今申されましたように、福祉センター、３０

年経過して、若干手狭になっておるということは申されました。その改築の時に合わせて

というお言葉も聞きましたが、温泉はもうまさに福祉の一環と考えていただいてもよいと思

います。今日の皆さん方のご意見の、議論の集大成を生かし、もう一度、答弁をいただき

たいと思います。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 考え方としては、先ほど答弁させていただいたとおりでございます。東員町の中にも民

間の長深にパークレジデンスですか、こちらの方には温泉も出ているわけでございます。

何とか知恵を出して、温泉等も町として利用させていただけないか。もっともっと知恵を出

していきたい、そんな思いでございます。 

確かに温泉は、桑名市の多度にも出まして、これから施設整備をされる。阿下喜温泉も

ありますし、湯の山にもけやきの湯ということで温泉が出ております。極端なことを言うと、

温泉のないのは東員町ぐらいかなということも認識をさせていただいております。 

しかしながら、大変厳しい社会情勢でございます。先ほど中村議員から、イオンのことも

出ておりました。きちっと財政が確立できて、これからの東員町大丈夫という時点で、そう

いうものを考えていきたい。もっともっとしたいことがたくさんございますので、何を優先さ

せていくかということは、これからも皆さんとも協議をさせていただきますし、町民の皆さん

ともご意見をいただいて、優先順位の高い方からきちっとさせていただきたい、そんな思

いでおりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   門脇助雄君。 

○１５番（門脇 助雄君）   ありがとうございます。 

 それでは、２つ目の四日市水道局の協力金の問題に移らせていただきます。 



 平成１７年ごろからくすぶっておりました四日市水道局との問題が、平成２０年秋に伊勢

新聞の一面のトップ記事で大きく取り上げられ、大きな問題としてクローズアップされてき

ました。 

東員町から四日市市は１日３万トンの水を持っていっております。そして四日市の人口

の２２～２３％、４分の１を賄っているのが現状でございます。そして東員町の水源池付近

は市街化調整区域、いわゆる白地であります。農家の分家住宅等々として開発はできる

地域でありますが、私たちは今まで四日市市の市民の皆さんに衛生的な水、安全でおい

しい水を、より多くの四日市の市民の皆さんにお届けしたいという気持ちで、水源池付近

の開発は遠慮、あるいは控えてもらってきました。 

 実は８月２１日、議会の全員協議会で、町当局は固定資産税に当たる交付金制度の規

定で、過去５年度分の請求は可能として提訴すると。今日までの話ではらちがあかないの

で提訴する、法の裁きを受けて進めていきたいと説明がありました。水源池固定資産税

の評価基準は宅地並み課税で請求されるのか、まず１点、お伺いいたしたいと思います。 

 なお、四日市水道局の管理者と神田土地改良区理事長でかわしております契約書によ

ると、平成１２年度までは取水に関する一切の使用料として契約を結んでおりました。とこ

ろが、平成１３年度から取水に関する協力費と名目が変更されてきました。なぜ変更され

たのか。そして、今日までの友好関係、例えば公共下水道、あるいは道路、三岐鉄道、畑

地の基盤整備、そして高見台団地の開発など、さまざまなおつき合いを、お互いに結びつ

き、バランスを保ちながら、特に三和地域は生活してまいりました。それらの問題を考える

と、この問題提起、法の裁きを受けようとする問題が、これからの四日市市との友好関係

はどうなっていくのか、まず町長より答弁いただきたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   ご質問の四日市市上下水道局の協力金について、お答えをし

ます。 

東員町内において良質な水源が継続的に手に入ることから、四日市市の申し出により、

四日市市が施設を整備し、取水する水源確保の協力目的で、協力金を長深自治会、山

田自治会及び中上自治会に支払われてきました。 

しかし、四日市市の考えでは、事業開始より随分時間が経過し、協力金の使命は終了

したとの考え方から、取水について、継続的な協力金の支払いができないとの意向を伝

えてきました。３自治会も協力金を継続させるために、自治会長をはじめ自治会役員の

方々も、四日市市との交渉に臨んでいただいております。 



本問題の解決に向け、最善の努力をしてまいりますが、四日市市は本町に隣接する自

治体であり、水道事業はもとより行政全般的にわたり、友好的な関係であります。主張す

べきことは明確に行ってまいりますが、四日市市とは友好的な関係を今後も維持していき

たいと考えております。 

次に、固定資産税の評価基準についてのお尋ねですが、国有資産等所在市町村交付

金は、固定資産税の課税とは異なっておりまして、相手方である四日市市が水道施設と

して、市の財産台帳に記載された価格を当町へ通知する価格が基本となり、その価格に

１．４％を乗じて得た額が交付金額となります。１．４％を乗じる点は固定資産税と同じで

ありますが、町で土地や家屋を評価するものではなく、通知された額が基本となります。ご

理解いただきますようにお願いを申し上げます。 

 それからもう１点でございますけども、取水に関する一切の使用料、平成１２年度までは

というご質問がございました。これは土地改良区が変わったということでございます。３つ

の自治会は協力金でございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   門脇助雄君。 

○１５番（門脇 助雄君）   四日市水道局の協力金は、現在、今も説明がありましたよう

に、３自治会が支払いを受けております。町には１銭も入っておりません。しかし、東員町

長と四日市市との契約書をかわして、東員町役場経由で３つの自治会にそれぞれ支払わ

れております。 

四日市市は、平成１７年度から支払い根拠があいまいとして見直し作業に入り、東員町

も顧問弁護士、そして３つの自治会役員も協議を重ね、今日まで問題解決に当たってこら

れました。それらの点は評価いたしますが、問題解決の進展は見られませんでした。 

８月２１日、先ほども申しましたように、議会の全員協議会で、町は突然、四日市市の水

道施設の固定資産税に当たる国有資産等所在市町村交付金の支払いをめぐり、四日市

市を相手に平成１５年から５年度分の交付金、約１，０００万円余りを支払ってくれという提

訴を起こしました。時効寸前の今ごろ、なぜこの請求をしたのか。もっと早い、それぞれの

平成１５年、１６年、１７年、１８年、１９年度になぜ請求をできなかったのか、お答えいただ

きたいと思います。 

 そして今回の固定資産税の問題をやるがために、協力金の問題はほったらかしで、後

回しにならないのか。まさに問題を先送りした、すり変えではないかという行政不信の声も、

きのうの防災訓練で、２つの自治会長とお会いする中で随分聞きました。とりわけ自治会

は事務局体制は非常に弱いのです。四日市市水道局の協力金、当然の権利でありなが



ら、ややもすると、非常に立場の弱い自治会にしわ寄せが来るのではないかと懸念されま

す。もう一度、町長の答弁を求めたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 まず協力金の関係でございますけど、３つの自治会への協力金の関係でございます。

町長ということになりますと、３つの自治会ということにはまいりません。東員町全体の町

民の皆さんのお金になるということ。そして、基本的にはそういう考え方で、３つの自治会

に町としてかかわった場合に、そのお金が３つの自治会に配分することができない、そん

な状況になるということでございます。 

 もう１点の国有資産等の関係でございますけど、私どもが知り得た時点から請求という

ことでございます。そういうことで、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   門脇助雄君。 

○１５番（門脇 助雄君）   大変難しい問題でございますが、今日まで四日市市と町長、

交渉していただいている中で、私どもに四日市市は根拠を示せと言われておりますという

話も聞きました。そこで二、三、その例を申し上げたいと思います。 

 実は、北勢中央公園口駅の西には、県の住宅供給公社が開発いたしました高見台団地、

以前はこの土地は東員町で言うならば公有地の遊休地でした。県も持て余していた塩漬

けの土地です。先ほど東員町の大木の住宅跡地、そして昔の六把野の駅前の保育園、

まだいまだに何も進展しておらん。それと一緒のような、高見台団地は塩漬けの土地でし

た。 

今申しましたように、県も四日市も大変困っておった、この土地が、実はいなべの方にト

ヨタ関係、あるいは神戸製鋼の関係で続々と企業進出がなされ、そして個人住宅、あるい

は独身寮として、一躍優良団地に高見台団地は変化をいたしました。 

しかしながら地形的に見ますと、どうしても長深を通る宮下川の方へ自然の水は流れて

きます。高見台の進出の時に、私どもは雨水も下水も一切流してもらうことはできないとい

うことで、今、県の住宅供給公社は朝明川へ導水管で、すべての排水を持っていっており

ます。しかし、流してもらっては困ると言っております宮下川も、その開発に合わせて三面

コンクリートに改修されました。以前、宮下川はフナやナマズやウナギも住める、それこそ



魚の宝庫であり、本当に長深の庶民の台所を賄うと言ってもいいぐらいのいい川でしたが、

高見台ができてからは環境悪化で、もう今は魚もホタルも住めません。 

そうしたところが、朝明川へ導水管でもっていってる生活雑排水を含めて、ここ４～５年

前に、朝明川へ持っていってる導水管を、東員町地内の長深地内の一番近いところで、

北勢沿岸公共下水道に接続させてもらえんかなという話を非公式に聞いたことがありま

す。そんなばかなということで、私はお話を断ったのですが、その後、町長の方へ、高見

台の公共下水道の東員町地内で接続をという話は、どれだけの進捗状況が、進展がある

のか、まずお答えいただきたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 高見台の生活雑排水というんですか、それを東員町の公共下水道管につなぎたいとい

うお話は、四日市がそういうような考えがあるというんですか、そんなことは聞いたことが

ございますけど、正式に四日市市から東員町の方へは来ておりませんので、ご理解をい

ただきたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   門脇助雄君。 

○１５番（門脇 助雄君）   その問題は正式には聞いておらんと。そのとおりでいいので

すが、もう１点、四日市市と長深の方で随分交わりもあります。それも下水道の問題でご

ざいますが、実は私は平成１９年の３月定例会で、接続されておる公共下水道の加入者

負担金の問題について提案をしました。その中で、東員町の公共下水道に今、四日市市

民の方が２世帯加入していただいております。しかし、四日市市民の方が２世帯、東員町

の公共下水道に加入していただいておるのですが、最初に支払います加入者負担金は、

東員町住民と同じ６万円です。しかしながら、東員町の下水道事業会計には、利子も含め

て約７３億円の起債残高、いわゆる借金を持っております。そして毎年、一般会計から皆

さん方の税金を、下水道企業会計がうまいこと運用されるようにということで、皆さんから

お預かりした税金を３億円、下水道会計に毎年つぎ込んでおります。同じ加入者負担金で、

あとは町民と同じ扱いでは、若干、不公平が生じます。下水道加入者負担金、町外から

の加入者にいただく負担金の見直しを、ぜひこの際やっていただきたい。 

そして、町長は東員町のトップです。町民の代表として、３つの自治会、今、大変困って

みえます。きのうも三和地域の自治会長と城山小学校でお話を伺う中で、ほとほと困り果

ててみえます。ここで東員町は固定資産税だけにこだわってしまって、おれのところの協

力金の問題をほったらかし、後手後手、先送りでは、これからの自治会長の要職につく人



もあらへんぞなという、そういう嘆きも言われます。町長もひとつ、町民のトップとして最大

限の努力をいただきたいと思います。 

 もう一度、お答えいただきたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 四日市市の考え方というのは、３自治会長も直接、四日市へ行っていただいております

ので、四日市市の考え方というんですか、その点は承知をしていただいておると思います。

四日市市の考え方は、一切支払わないと言ってみえるのですね。それで町長としてという

ことですけど、町長としてということになれば、３つの自治会だけでは動けない。東員町全

体としてということであれば、これからいろいろの知恵を出して、どうしたらいいかというこ

とは、させていただきますけど、３つの自治会に対して町長としてということは、東員町全

体になってしまうということを、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（山口 一成君）   門脇助雄君。 

○１５番（門脇 助雄君）   東員町全体の問題と考えていただいて十分です。水源池も

ありますし、あそこの開発も、先ほど申しましたように、なるなら控えておいてください、よ

い水を四日市市民の皆さんに送らなければなりませんという強い使命感で、私どもも、そ

の周辺の開発は遠慮していただいております。これからもおいしい、安心・安全・衛生的な

水を送ろうとしております。どうかひとつ、東員町の３つの自治会にこだわらない、東員町

の代表として、町長、もうひと肌もふた肌も脱いでいただき、何とか今日までの友好関係を

これからも継続していく意味において、一層のご尽力をいただきたいと思います。もう一度、

決意だけ述べていただきたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えさせていただきます。 

 門脇議員も議会として、ぜひ知恵をかしていただきたいと思います。一生懸命させてい

ただきます。 

○議長（山口 一成君）   門脇助雄君。 



○１５番（門脇 助雄君）   お互いに知恵を絞っていきたいと思いますし、私もきのう、防

災訓練が終わった午後、ある東員町在住の有力な方々と意見交換をさせていただき、何

とかなということでお願いをしております。お互いにひとつよい方向に向かいますよう、知

恵を絞って英知を出し合っていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思い

ます。 

 それでは、３点目の問題に移らせていただきます。 

 実は、三和小学校には二宮金次郎像があります。１カ月余りもたった夏休みも、子ども

たちには本当にスポーツや文化など、さまざまな分野で活動や、あるいは頑張ってくれて

いる姿を見ました。 

今申しましたように、三和小学校の資料館の隣に、まきを背負い、本を読み、歩く姿の

二宮金次郎像、かつてはどこの学校でも見られたものですが、現在の二宮金次郎像が立

っておる三和小学校の場所は、以前は職員室の前にあって、朝晩の朝礼の時にだれの

目にも入ったものですが、現在は、三和小学校は南の門から長深・中上、そして北の門か

ら南大社の子どもたちが通学しておりますので、朝晩に二宮金次郎像を見ることはありま

せん。そして、ややもすると、６年間、小学校を行っておったのやけども、そんな二宮金次

郎像って、あったんかなということまで聞きます。 

そして、昔は金次郎像の前にきちんとしたプレートもありました。今はもう、プレートもど

こへいったのか知りませんが、わかりません。 

そして周囲には低い曲がったような鉄筋のさくがあります。あれは自転車でやってきて、

片足をかけている、足の置き場かとまり木みたいなものです。 

もうちょっとらしく、報徳の精神も大切です。古きをたずねて新しきを知る（温故知新）と

いう、まさに屋根のない生きた歴史の教育のシンボルではないかと思います。その施設を

生かしていただき、何とかよい方法で取り組んでいただくよう求めまして、教育長の答弁を

求めたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   門脇議員の、三和小に設置している二宮金次郎像の移転

についてお答えをいたします。 

二宮金次郎といえば、ご承知のとおり、大きなまきの束を背負いながら本を読んでいる

姿が印象的であります。金次郎は子どものころに両親を亡くし、農耕をしながら、苦労や



貧しさに負けず懸命に働き、勉学に励んだ江戸時代後期の人物であり、農業の振興に尽

力した人物でもあります。 

このような行いは、尋常小学校の唱歌にも歌われ、戦前、小学生の理想や手本として、

二宮金次郎像が全国の小学校に建てられました。このようなことから、二宮金次郎像は、

報徳の精神を教えるための生きた教育のシンボルとなっていたのだと考えられます。 

昭和１０年から１５～１６年ごろが銅像建立のピークであったようですが、現代に至って

は、校舎の建てかえ時に撤去されたという学校もあり、金次郎像は徐々に減少しているよ

うです。 

私どもが小学校のころは、担任の先生から、金次郎の勤勉さや懸命な生き方を教わっ

たものですが、近年、金次郎像が減少する中では、そのような教えもなくなりつつあるの

かもしれません。 

しかしながら、門脇議員からご指摘いただきましたように、６年間通学しながら知らない

児童がいることや、さくが、若者が自転車で来たときの片足の置き場になっていることは、

たいへん残念なことであります。 

小学校６年の学習指導要領におきましては、我が国の歴史や先人の働きについて、理

解と関心を深めるようにするという内容がありますが、その内容において、二宮金次郎は

取り扱う例として挙げられている人物には含まれておりません。しかし、金次郎像につい

ての諸説はあるものの、純粋に彼の業績や姿を推奨する学校は全国にもありますし、の

ちに二宮尊徳となった彼の偉業を児童に教えていくことも大切なことであると思われます。 

また、石像はもちろんのこと、学校のものを大切に扱うという精神を、道徳の授業やさま

ざまな場面で、教え、考えさせることで、今後、像のさく等に足を置くような行為はなくなっ

ていくのではないかと考えております。 

また、名前のプレートにつきましては、表示板を設置するなど、何らかの対応をさせて

いただきたいと、こう考えております。 

ただ、移転につきましては、学校とも協議をさせていただきますが、現在のところ、積極

的に移転する考えはございませんので、よろしくご理解賜りますようにお願いをいたしま

す。 

 以上でございます。 



○議長（山口 一成君）   門脇助雄君。 

○１５番（門脇 助雄君）   移転は考えない、そのかわり何らかの形で看板みたいなも

のをと、教育長は今、お話いただきました。実はあの付近は、看板というのは、余り好みま

せん。歌舞伎公園、以前はあそこはゲートボール場でした。四日市の石油備蓄基地があ

るということで、国の補助金でもってゲートボール場をつくりました。その時の看板は、長

深ゲートボール場という立派な看板ができました。しかし、三和小学校にありながら長深

ゲートボール場ということで、中上や南大社の皆さんから、随分なおしかりの声が出まし

た。何で三和小学校でつくるゲートボール場が長深ゲートボール場やという随分なおしか

りが出て、当局も慌てた経験をされておる方がみえると思います。 

 その後、あのゲートボール場は余り利用もなく、今日の歌舞伎公園に姿を変えました。

私は看板だけではとてもやなと思います。 

実は６月２０日に全国紙、中日朝日の新聞を読んでおりましたら、愛知県の大府市にあ

りますトヨタ自動車関連のグループ教育の拠点施設、そこに新しく１メートルの石像で二宮

金次郎像をつくり、その研修所は技術習得ばかりではなく、世のために尽くす報徳の精神

を受け継げということで、まさに多くの部分で共通するところがあるということで、トヨタ自動

車グループの教育センターのシンボルとして、新しくできております。 

東員町内にも多くの若者がトヨタ自動車関連に行っております。先ほどお話させていた

だきましたように、いなべ市にはトヨタ車体、日本電装、いろいろなトヨタ関連の世界のトヨ

タが進出してきております。恐らく東員町の多くの若者も、ここで研修を受けておると思い

ます。 

 実は三和小学校は平成元年に１００年祭をやりました。その時に、職員室の南に二人三

脚のブロンズ像を完成しております。せめて、あの１００年祭に、私どもが三和小学校に送

ったブロンズ像の近くに二宮金次郎像をもって移転をしていただきたい。現在の場所です

と、あの資料館、日本瓦でふいてあります。自動車の振動や、あるいは風雪に耐えて今日

まで来ておるわけですが、随分かわらが緩んでおります。大きな地震が起きたら、必ず下

へ落ちてきます。この像に当たったらイチコロです。そんなときに、もうちょっと早く移転し

ておけばよかったなと、後の後悔になってもいけません。何とか今のうちに、あの像がしっ

かりしているときに移転を進めていただきたいと思います。 

 もう一度、教育長の答弁をいただきたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   岡野譲治教育長。 



○教育長（岡野 譲治君）   ご答弁させていただきます。 

 先ほど申されました報徳の精神ということで、至誠とか勤勉、そして文武推奨という、二

宮尊徳がそれぞれの彼の考えの中で、経済と道徳を融和して、そして私利私欲に走るの

ではなく、社会に貢献することが大変すばらしいということを述べている報徳思想というの

は、私もやはり大切にしなければならないものであると思います。 

 二宮尊徳の生き方や考え方というのは大切にしなければなりませんけれども、修身の

教科書に書かれていたような二宮尊徳の考え方ではなくて、先ほど申しましたような彼の

生き方や考え方を大切にする、そういう考え方を載せた看板ということでお話をする。二

宮尊徳というような、プレートだけではなくて、彼がどのような形で江戸時代の農業の中で

生きてきたかというようなことが書いてあるような看板を考えております。ただ、名前だけ

のプレートではなく。 

 それを考えますと、学校の中に、私も一緒におらさせてもらいまして、二人三脚のブロン

ズ像を設置させてもらいましたけれども、そこではなくて、やはり高校生があそこのさくの

中に足を踏むのであれば、この方はこういう形で農業政策の中で大変一生懸命やってみ

えた人なんだというのを知らせるのが重要ではないかなと思って、あそこの場所はそのま

まにしておき、そしてそこに説明書等を設置することの方がいいのではないかと。また、学

校の先生たちというか、子どもたちに対しても、学校の方からこういう人たちがいる、こうい

う銅像があるというお話は十分していただくということは考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   門脇助雄君。 

○１５番（門脇 助雄君）   それでは最後にお願いをしておきます。 

 実はあの隣の自転車置き場があります。自転車置き場は八風バスの通勤通学の方の

ためにつくった自転車置き場です。ルート変更もされて、八風バスも日中は動いておりま

せん。朝晩、それこそ利用する方が少ない。そういうことで、ほとんど自転車置き場は利用

されておりません。どうかひとつ、像に負けない立派な看板、立て札ですか、それを期待し

て、時間ですので私の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。 


