
○議長（山口 一成君）   日程第１「一般質問」を行います。 

 順番に発言を許します。 

 ５番、中村充男君。 

○５番（中村 充男君）   おはようございます。５番、中村充男でございます。 

 昨日は残暑厳しい折り、総合防災訓練、早朝より大変ご苦労様でございました。町長を

はじめ町職員の皆さん、消防団員の皆さん、また、関係各位の皆さん方におかれまして

は、準備から最後の後片づけまで、大変ご苦労様でございました。きのう、訓練いたしまし

たことを、あってはなりませんが、災害時に大変役に立つことだろうと、私はそう思わせて

いただきました。本当にご苦労様でございました。 

 次に、大型の強烈な台風のごとく、中には地殻変動とも言われる方がいらっしゃいました

が、衆議院の総選挙でございますが、民主党の圧勝、大勝ということで幕を閉じたわけで

ございますが、私個人といたしましては、期待と一抹の不安を覚える次第でございます。 

この１５名の議員の中からたった一人、北勢線の対策審議委員に選ばれておりまして、

北勢線の利用者が１人でも２人でも多くなるようにということで、最寄りの東員駅の北側に

も相当のお金を費やして、駐車場を設置いたしていただいております。これもパーク＆ラ

イドという理念に基づきまして、駐車場も確保し、１人でも２人でも北勢線存続のために多

くの利用者をということでございますが、あにはからんや、こういった民主党の圧勝でござ

いまして、高速道路が無料になる。ガソリンの暫定税率が撤廃されまして、ガソリンも下が

ってくる。すると、自分の車でまた名古屋へ通い始める人がいるのではないか。北勢線を

利用する方が少なくなってくるのではないか。また、テレビ等で大変懸念されております新

型インフルエンザが流行してまいりますと、特にこうした電車やバス、公共交通機関を利

用する人が少なくなってくるということで、もはや北勢線やオレンジバス、そうしたような公

共交通機関の見直しが必要になってくるのではないかなというふうなことを懸念しておる

一人でございます。 

 また、子ども１人につき２万６，０００円という子ども手当がいただける。私事でございま

すが、息子に３人の子どもがおりまして７万８，０００円ずつ毎月入ってくる。そして、今のと

ころ姫路の方へ一人で単身赴任しておりまして、週１～２回、高速道路で通っている。こう

いうことになりますと、大変そういうものはあり難いわけでございますが、きょう、シニアカ

レッジの皆さん方、後ろの方でご覧いただいておりますが、こういった方々のわずかな５～

６万円の年金から確実に取れるということで、医療費や保険料、３，３００円以上が天引き

をされると。そして、免許証をお持ちでない、ましてや車はあっても高速道路は余り利用す



ることがない、こうしたお年寄りの方に、そうしたしわ寄せがいってしまうということに、これ

もまた、私もこれから老人会というようなところの入り口に立たせていただいておりますの

で、心配をしておる一人でございます。 

選挙ウケするためのマニフェストで選挙は圧勝しても、みんなが喜ぶような安心、平和、

幸福のあるようなまちづくり、国づくりはどうしたらいいのかということを、この東員町から、

もっともっと皆さんに喜んでいただけるような政策と実行をお願いしまして、長い前置きで

ございましたが、通告どおり質問をさせていただきます。 

 まずは、中学生の海外派遣でございますが、以前にも、これについて質問をさせていた

だきました。あちこちの海外へは行っておりますが、私、ドイツへは行ったことがないので

す。ドイツのこともいろいろ調べてまいりました。この海外派遣、去年は５９名の希望者が

あり、その中から１５名が選ばれた。今年は、この中日新聞を見ますと、５２名の応募者の

中から１６名が選ばれたと、このように新聞に載っておったかと思います。 

そして、９月３日の新聞でございますが、以前とちょっと変わってまいりまして、インター

ナショナルな人を育てようということで、国際感覚を育てようと、海外派遣事業の結団式と

いうことで、写真入りで載っておりました。 

環境問題等を勉強するんだということで、ドイツに派遣をされております。今年は１６名

でございまして、引率の方が何人行かれるかわかりませんが、幾らの予算で行かれるの

かわかりませんが、去年の例をとってみますと、１人４０万５，０００円かかっております。そ

して、５９名の方が応募されまして、作文とか面接、そして最後のくじ引きで、行ける方は１

５名だったとお伺いをいたしておりますが、これにつきまして、いろんな観点から、これから

ちょっと問答させていただきたいと思いますが、まず、教育長にお尋ねをいたします。 

 教育長と先般もこの話をしておりましたら、何でドイツがあかんのやと、こう言われました

ね。私はドイツがだめだとは言っておりませんが、１人４０万５，０００円の経費を使って１５

～１６名の人をドイツに派遣するよりも、もっと国際感覚を育てるという観点であれば、ま

た、ごみの問題も昔はドイツは非常に勝っておりました。しかし今、東員町でクリーン作戦

とか、いろんなそういう方々がボランティアで活動していただいておりまして、ペットボトル

を、そのまま水を入れて飲んでもいいようにきれいにして捨てられております。ごみの分別

もきちっとなされておりまして、今や、ドイツまでごみの研究に行くことは何もない、日本の

方が勝っていると、こういう調べでございます。 

 私、１人、２人のドイツ人の友達が名古屋におりまして、その人にいろんなことを勉強さ

せていただきましたので、ほかの方の観点からは、ちょっと違う点があるかもわかりませ



んが、５９名、そして今年は５２名応募の中で１５～１６名ということでございますが、選ば

れなかった方々はどのような気持ちなのか。特にまた、６０番目とか５３番目、生徒は行き

たいんだけども、親がそんな金どこにあるのやと、お前もうけてから、大きくなってから行

けと、こう言って子どもの希望にはかかわらず、社会的な今の経済状況の中でやってや

れない、そうした子どもさんがいるやに聞いておりますが、教育長は教育の格差をなくすと

いうことを、この４月の就任時におっしゃいました。これこそ格差ではないかというふうに思

いますし、国際感覚を育てるのにどうしてドイツかということもお聞かせいただきたいと思

いますが、ご所見をお願いします。 

○議長（山口 一成君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   おはようございます。 

先ほど中村議員からいただきました、中学生海外派遣事業についてのご質問にお答え

をいたします。 

まず、派遣先がドイツである理由は、６月議会の中でも答弁をさせていただきましたが、

中学生がさまざまなことを見たり、聞いたり、触れ合ったりする多様な機会があるというこ

とであります。環境先進国としての取り組みも、そのうちの１つでありますが、ごみの分別

だけではなく、それに取り組むドイツの方々の意識においても、学ぶべきところはあると私

は思っております。 

施設見学や環境学習の中で、すべての生徒は、国家として、国として環境問題に取り

組んでいるドイツの姿勢を学びます。そして４日間のホームステイや中学校との交流で、

その思想が個人の生活レベルで実践され、ごみは資源、必要最小限のごみしか出さない

という思想が当たり前になっていることを肌で感じるようになります。 

また、ドイツの自然や文化、歴史や平和、そして出会った人々やホームステイ先の家族

との交流は、すべての子どもたちに、自分自身や自分の家族、さらには、東員町や日本を

見詰め直す機会となっていると思います。 

一方で、中学生の鋭い感性は、すべての面におけるドイツでの自己責任の厳しさ、また、

規則やマナーを守る国民性、家族を大切にするライフスタイルを日本と比較して理解して

いくのであります。決して、ドイツでなければならないということはございませんが、内容面

において、ドイツでは不十分だという理由もございません。 

さらに、毎年ホームステイで生徒を受け入れていただいておりますシェルナッハやホス

トファミリーとは、継続してきたことによる信頼関係ができております。それゆえ、生徒は安



心して家庭に入ることができますし、現地の中学生とも大変充実した交流ができておりま

す。 

ホームステイ４日という短い期間ではありますが、ファミリーとの濃密な交流は、中学生

を飛躍的に成長させます。多くの生徒は、不安、喜び、惜別の情を切々と述べ、最後は

「感謝」という言葉で、ホームステイを締めくくっております。それほどホームステイは価値

ある体験になっていると思います。そのようなことから、派遣先をドイツ以外の国へ変更す

ることは、今のところ考えておりません。 

さて、議員ご指摘のように、一方で、海外派遣につきましては幾つかの課題もありま

す。 

まず、経費や渡航時間の面での課題でございます。これまで、ドイツまでは中部国際空

港からの直行便を利用してまいりました。直行便でありましても、片道１１時間前後という

長時間のフライトとなります。他国を経由する方法もございますが、その場合、航空運賃

は安く抑えることができる反面、片道所要時間がさらに長くなるということになります。生徒

の健康面や安全面等を考え、中部国際空港からの直行便を利用する方がベターではな

いかと考えております。 

次に、派遣生徒の人数についての課題であります。これまでホームステイ先の数等の

関係もあり、初年度を除き、１６名といたしております。それに対し応募者は、昨年が５９名、

今年が５２名でありました。一昨年までは、平均３０名前後の応募ということでありますの

で、一気に、議員ご指摘のように２倍近い応募者数となったわけであります。したがいまし

て、２年連続で応募していただきましても、希望が叶わなかった生徒が多数いるという実

情でもあります。派遣人数につきましては、必要経費や受け入れ側の状況等も含め、早

急に検討していきたいと思っております。 

次に、検討課題として挙げられますのは自己負担金であります。これまでは、一人当た

りの経費の３分の１、１０万円を限度として、各保護者からご負担をいただいております。

実際には、例年、限度額の１０万円をご負担をいただいております。このことにつきまして

は、行財政改革検討委員会等からのご指摘も受けているわけでございます。１０万円を負

担できる家庭しか応募できないというのは不公平ではないか、というご指摘でございます。

行きたくても、経済的な理由で断念せざるを得ない生徒がいるという前提に立ち、よりよい

方策を導き出すように検討をしてまいりたいと私は思っております。 



最後に、インフルエンザの関係でございます。新学期が始まり、町内におきましても、再

び７月のような集団感染が起こる可能性はあるわけでございまして、各学校・園で感染防

止策として、手洗いやうがいなど、基本的な対応を徹底をしているところでございます。 

本年度の海外派遣につきましては、既にほとんどの準備を済まさせておりますが、新型

インフルエンザの状況次第では、残念ながら渡航中止もあり得ると考えております。また、

インフルエンザに限らず、滞在先でのさまざまな事態に対応できるよう、旅行社や現地と

も連絡をとり、医療機関の確認や現地情報の把握などに努めているところであります。 

いずれにいたしましても、今年も全員が元気に参加し、無事に帰ってくることが大変大

事だと思います。常に私どもは緊張感を持ちながら、細心の注意を払いながら、海外派遣

を成功させたいと考えておりますので、よろしくご理解を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）   中村充男君。 

○５番（中村 充男君）   先ほど、行った子どもたちは感謝の念に耐えないと。別にドイ

ツやなくても、みんなありがたがって、あんなところ行きたくなかったというような感想を書く

人はだれもいないと思います。 

 私、去年からあちこち行っておりますが、オーストラリアは英語の国でございまして、オー

ストラリア往復２万円、そして去年の１０月は中国に行ってまいりまして、３泊４日で１万９，

８００円、３食ついておりまして、四つ星クラスのホテルです。そして今年の１月、フィリピン

に行ってまいりました。これは航空券だけですが、片道５，５００円、そしてインターネットで

取ったホテルも１人４，０００円で朝食がついている。そしてまた、今年６月に再度中国へ

行きました。４泊５日で２万９，８００円。別段、段ボールでつくったご飯を食べさせてもらう

わけでもない、すばらしいご飯が出ておりましたし、全日空の飛行機でございまして、中学

生には関係ありませんが、私としてはうれしい、アルコールも往復飲み放題で弁当つきで

ございまして、中部国際空港を１０時に立ったら、向こうへは１２時、２時間で上海まで着き

ます。上海、蘇州、錦渓、無錫、広州、高速道路をあちこち行っても２万９，８００円、３万円

でおつりが来ます。ほとんど買う物は安くて、こんなところでも国際感覚は十分に成り立つ。

韓国でもミョンドン、イーテオンと言いますと、イーテオンなんかはアメリカに行ったような

気分の町でございます。国際感覚はどこでも十分に勉強することができると、私は確信を

持っております。 



 私の場合は専門が英語で第二外国語が中国語でございますので、英語か中国語のと

ころにしか余り行っておりませんけれども、中学校で英語を勉強しながらドイツへ行って言

葉が通じなくても何とか楽しんでくる。 

そして最初のうちはごみ問題、環境問題がクローズアップされておりましたが、今年の

夏、８月２３日、「東員町ごみゼロフォーラム」、こんなチラシを見ました。今まで、ごみの問

題で中学生がドイツで勉強してきましたが、これに参加した人数を把握していらっしゃいま

すでしょうか。どうでしょうか、教育長、お願いします。 

○議長（山口 一成君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   ごみゼロフォーラムに中学生が参加しているというのは、

把握をしておりません。 

○議長（山口 一成君）   中村充男君。 

○５番（中村 充男君）   中学生が参加ではなくて、中学生の時にドイツへごみの問題

で東員町のお金を４０万円以上使って派遣された人が、こういうところでご恩返しといいま

すか、恩に報いるような行動をしているかどうかということを聞いているわけで、今現在、ド

イツにも行かなかった中学生がこのフォーラムに参加したかという意味ではございませ

ん。 

 ですから、今までもこれについての回答は必要ございませんけれども、何ら私は町の血

税を使いながら、その人たちが町のこうしたものに参加しない、していない状況はいかが

なものかと。 

そして、先ほどホームステイとおっしゃいましたけれども、私の調べによりますと、向こう

は民宿で金もうけでやっております。交換留学生というと、私、先般も福島とかいろんなと

ころに視察に行ってまいりましたが、きょうは上海から学生がうちの町へ来るので、この辺

ですいませんというようなことで、町長や議長が立っていかれる。そうした東員町から学生

が向こうへ行って、向こうからもまた受け入れて、私どものような各民間の家に、そこへホ

ームステイをして、その人たちと３日、４日過ごすのなら別ですが、例えば東員町の私の

家に来るのも、四日市か桑名のレストランでご飯を食べて寝に来るだけ。朝は朝ご飯を食

べたら、すぐにどこかの観光か、あちこちのごみのリサイクルセンターとか、そういうところ

へ行きまして、研修しているというではありませんか。それが私は納得ができないので、再

度このような質問をさせていただきました。 



もっと、みんなが修学旅行のように沖縄から中国なり、近いところでアジア圏で、英語を

しゃべっているようなところは幾らでもあります。そうしたところで、これからはアジア圏だと

言われておりますので、私が行きました１万９，８００円ですと、１人のドイツへの派遣で２０

人行けるわけです。そして今、去年は引率も含めまして２０名行きました。そのお金で行き

ますと、４００名の方が中国で３泊４日遊べるといいますか、研究ができるわけでございま

す。もっとみんなに平等に行き渡ることはできないか。そして、中国へ行って、こんなところ

へ来たくなかったと言う人がいるかどうか。ありがたかった、おもしろかった、こんなことが

すばらしかったというサプライズが聞けるはずだと私は思っておりますが、教育長はどの

ようにお考えでしょうか。 

○議長（山口 一成君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   １つの事業をした場合に、先ほど申されましたように、今１

２３名ぐらいを、今、ドイツに派遣してますけど、その人たちがごみフォーラムに参加しなか

ったことによって、ドイツの派遣事業がすべて否定されるということは、私はないと思いま

す。 

 ただ、こういうのがあります。先ほど民宿に泊まられるみたいな感覚で言われましたけれ

ども、ドイツ派遣事業は大きくは国の環境政策を学ぶというのが１つあります。もう１つは、

４日間のホームステイというのが大変大事になってきます。そのホームステイ先で、子ども

たちがドイツのことやドイツの日常の生活の中で学ぶことが大変たくさんあります。 

環境問題で、先ほど東員町も進んでいると言われました。私もそうやなと思います。行

政のレベルで、いろんなところで、一般市民の中でいろんなことをやられております。まさ

にそうです。しかし、これが負けたなと僕は思いました。 

 ある子が、ホームステイ先でこういうことを書いております。前の晩に朝食としてホテル

から出されたサンドイッチと果物が残り、食べる時間もなかったので、ステイ先で捨てたい

と考えていました。でも、向こうの人はなかなかここに捨ててもいいというようなことは言い

ませんでした。食べればいいのではないかなという感じでした。最初は私も捨てさせてもら

えると思っていましたが、向こうの人とＡ子ちゃんとのやりとりを聞いているうちに、別に食

べられないわけではないと考えが変わりました。そして同時に、日本人だったらと考えまし

た。多分、日本人の多くはごみ箱の位置を教えて「ここへ捨てなさい」で終わりではないか

なと思います。でもよく考えれば、それは捨てる必要のないものでありました。案内をしてく

ださった方が、ドイツ人はごみを最低限しか出さないと言っていました。話を聞いているう

ちに、どのくらい真剣に云々、ということが書いてありましたけれども、子どもたちが接する

ホームステイの中で、日常的に、やっぱりごみは出したらあかんということを実際に本当



に感じている。僕もドイツには行ったことがありませんけれども、多くのシェルナッハの中で

は、本当にごみのポイ捨て等はほとんどないそうです。日常の生活の中で、子どもたちが

そういうことを真剣に考えてきているのではないかなと私は思います。ですから、そのこと

がドイツ派遣の一つの大きな価値でもあると思います。 

 もう１つ、ホームステイ先でよく思いますのは、ホストファミリーとの交流であります。これ

は多くの子が実感をしておりますけれども、家族がドイツの方の家族と本当に仲がいい。

ホストファミリーで、日本へ、ここへ来た場合にはどこどこへ連れていく、何々温泉へ連れ

ていくという感じなんですけれども、そこで一緒に何時間かを、子どもたちと家族みんなが

過ごす。子どもたちは今の日本の家族との違いやドイツの家族、本当に家族というものは

どういうものなのかということを実感して帰ってくる子がたくさんおります。 

私も多くの子に行っていただきたいと思いますけれども、しかしその予算をここへ出して、

それがすべて認められるかということは、なかなかできません。しかし、ドイツは調べれば

調べるほど、今、日本が学ばなければならないことをたくさん学ぶことができる国の一つで

あると思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   中村充男君。 

○５番（中村 充男君）   ごみの問題でございますけれども、国内におきましても、毎年

９月１日から９月３日まで行われます富山県の八千代町、これも以前、私、お話をいたしま

したが、桑名の石取祭と違って、すごい町でございます。６，０００人ほどの町が一気に３０

万人、３５万人になるような、おわら風の盆でございますが、朝になるとごみ１つありませ

ん。そして、３日、最後の日、朝になるとぼんぼりも撤去し、ごみもきれいに片づけておりま

す。富山大学へ行っていた生徒が三重県に帰ってきて、お母さん、これはこうやって捨て

ないとあかんと、親に教育をしたというお話を以前させていただきました。そうしたごみの

問題は、各市町におきましても徹底的にやっておられるところはやっておられます。 

ですからごみについてもあれですが、ドイツの地図を皆さん、頭の中に描いていただき

たい。私、ここにざっとフリーハンドで書いてきましたが、今、日本からフランクフルトへ行く、

そしてリューデスハイムというところへ行っているのですね。ここはゲルマニアの像という

ようなものがありまして、東員町のこうした行程表からいきますと、そっちへ行く。それから

ミュンヘンに飛ぶ。ミュンヘン市内に移動してシェルナッハへ行く。シェルナッハを往復して

ザルツブルクも往復して、いわば、これちょっとわかりにくいのですが、中部国際空港へ着

いて羽田空港へ行ってから、また大阪の飛行場に行って、そしてまた名古屋へ戻ってきて



シェルナッハというような田舎町、藤原の山村留学のようなところで、民宿でお泊まりいた

だく。 

私は実践と、私がもし旅行社ならば、こういうことをせずに、フランクフルトに着いたらす

ぐにミュンヘンへ飛ぶ。そうすると荷物の検査、そうしたものが全部省かれまして、非常に

時間も手間も要らない。そしてシェルナッハからザルツブルクというところへ往復しておら

れますが、こんな同じ道を２回も通って、長い時間、この時間の移動、そして荷物のチェッ

ク、そういうものが１日以上、時間にするとかかっております。 

もっと効率のよい、ザルツブルクからミュンヘンへ、このコースはありませんが、これは

アウトバーンのすばらしい高速道路で簡単に移動ができる。短時間で移動ができる。もっ

とドイツの中で有効なことができるのではないか。そして、これならばもう一つザンクトゴア

ルスハイゼンというところにライン下りがありますが、これは東員中学校は行っておりませ

んが、そこへ行ってライン下りもできる時間の余裕ができる。 

この行程を今まで９年間、今年も同じ業者にお頼みされていると思います。行政の方は

変革を好まず、ずっと今までやってきたで、今までのことがあるからということでやっておら

れますが、こんな時間のロスを考え、ちょこちょこ飛行機を乗り換えて、荷物のチェック、そ

してフランクフルトから行かれた方はどなたかいらっしゃるかと思いますが、朝の早くから

荷物の移動、これは大変だと思います。こういう大変なことを１０年間、同じ業者でやって

きた。 

 ここへ新聞の折り込みでございますが、ロマンチック街道と中央ヨーロッパ５カ国周遊、１

５万９，８００円から２５万９，８００円、先般入っておりました中日新聞の折り込みでござい

ますが、こんなところにイタリアからヨーロッパ、中央フランス、最後にここにドイツ８日間、

１４万９，８００円から１７万９，８００円と出ております。これは３～４日で１万円払っている

ような民宿ではありません。四つ星、五つ星のホテルを利用しております。この辺のお金

の使い方が、ちょっとおかしいのではないか。１人でも２人でも余分に連れていきたかった

ら、こういうような、いい加減な、落ちるような飛行機ではありませんよ。すばらしい飛行機

を使っております。なぜ４０万５，０００円、４１万円が要るのでしょうか。 

 そして、個人負担の１０万円というところが、どこに予算に入ってきているか。ここを明解

にお答え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）   基本的に先ほどのドイツの１４万円幾らですけれども、ホー

ムステイがあり、そして、そこで現地の中学生との交流があり、いろんなことがなされる行



程でございますか。ちょっと私、わかりませんけれども、今回の東員町の８日間の行程を

見ていただきたいと思います。その８日間の行程は、セントリアからフランクフルト、ミュン

ヘン、そしてシェルナッハということなんですけれども、観光旅行でどこへ回るというよりは、

シェルナッハの４日間のホームステイを中心にしながら、そしてその周りの中でそこの中

学生との交流や、そこの町の皆さんとの交流等も含めたものであります。 

私たちはその行程の中で一番大切にしたいのは、子どもたちの安心・安全でございま

す。いろんな方法で先ほど言われた１４万円幾らというのがあるかわかりませんけれども、

まず考えたのは、ここから成田へ行きまして、成田まで行ってから、そして飛行機に乗り、

その飛行機がヘルシンキに降りるのもあります。大韓航空経由で韓国から何時間もかけ

て行く、いろんな方法がありますけれども、やはり初めて中学生が海外へ行く子が多い中

で、ここからセントレアが一番近いところであります。そのセントレアの直行便として、残念

ながらミュンヘンには行くことができませんけれども、フランクフルトへの直行便がありまし

て、そこへまず行ってもらう。それが今の中では１１時間という、長いですけれども、一番

短い。ですから子どもたちの健康や安全を考えた場合には、やはりそれは一つ費用として

要るのではないか。 

 一度、フランクフルトを経由してミュンヘンに直通ではないか、これも考えましたけれども、

実はフランクフルトに２回泊まっておりますけれども、フランクフルトのホテルは２泊で１万

５，０００円であります。ところがミュンヘンに直通で行きまして、ミュンヘンのホテルに泊ま

りますと、１泊２万４，０００円かかります。ですから、私どもも本当にすべてのいろんな経

費を安くするために、旅行社にも言ってます、できる限り安くと。しかし、安全はやはりきち

んとしなければならないということを、お話をしておりますけれども、先ほど申しましたよう

に、フランクフルトに泊まることはホテルを安くしているということでありまして、ミュンヘン

に泊まりますと、４倍のホテルに泊まらなければならないということで、経費削減等もして

おります。 

 以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   中村充男君。 

○５番（中村 充男君）   これも中日新聞のコラムでございますが、親の年収が子ども

の学力を左右すると、こういう調査結果が書いてあります。学力テストの結果、年収２００

万円以下の子どもと年収１，２００万円以上の子どもとは２０点以上の差がある、こういうこ

とも書いてありました。 



そして、これは学力の点数でございますが、メンタル的に、精神的に、こうした海外、希

望したけれども落ちた人、希望したいけれども希望できない人、そうした格差が余計に拡

大されるように思いますので、時間がありませんから、このあたりで質問は次に移らせて

いただきますけれども、もう今年で１０回目でございます。十年一昔と申しますので、一度、

ゆっくりと頭を冷やして、みんなが喜ぶような海外派遣はどんなものだろうかということを

十分にご検討いただいて、来年からは違った形で、一人でも笑顔のある中学生が見られ

ますようにご祈念申し上げるわけでございます。 

また、この問題を調べておりましたら、神田小学校では、親がちょっと不景気になってき

て収入が少なくなった。そしてまた、明日こういうものを用意してほしいとか、いろんな先生

の指示を親が少しも聞いていないところの子どもは、やはり学力が低い。教育の根底は

家庭教育からでございますので、親御さんにも一つしっかりとそういう面を納得いただける

ように。また、団地の方におきましては、中学校しか出てない、高校しか出てないという親

の子どもをばかにしたり、非常に仲間はずれにすると。こういった学歴だけを考えて、父兄

がそういうことをしている。これはもってのほかだと私は思わせていただきますので、これ

も含めて、ひとつ教育委員会として今後の対処法をお考えをいただきたい。また改めて質

問させていただきますが、残りあと２０分でございますので、次に移らせていただきますが、

町長、せっかく答弁をご用意いただいたと思いますが、まことに申しわけありませんが、次

の機会には、こういうふうに直したぞということをお願いしたいと思います。 

 それでは次の問題でございますが、町の諸施設、長らく利用されていない土地とか建物、

こういったものを今後活用して町おこしの一環にしてほしいと思うわけでございますが、ま

ずはケーブルテレビの局舎の跡をどのように使われるか。長い時間かかって出てきた案

が閉架書庫、倉庫、そして一部、半分に部屋を仕切って、この間、別の部屋、奥を使って

もらいましたということでございますが、あの余り広くない部屋をまた半分にして朗読ひば

りの会さんで、その１つは会議室でというようなご提案がなされましたが、私は、カボチャ

の種からナスビが生えたということは聞いたことがない。 

あんな立派な防音施設を仕切って窓をぶち破って、いろんなものに小さくしてしまって、

何の会議をするのか、何の物置にするのか、私には理解ができません。お金が要らない

なら別ですが、１，７９３万円という補正予算まで上げて、約２，０００万円のお金を使って

改装をする。借りたい、使いたいという方に余りそのような、どういうふうにしてほしいかと

いう要望も聞かずに、そしてそっちへは行きたくないという人たちに、そこへ移動せよと。

何のためにやられるのか、お伺いしたいと思います。町長、お願いします。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 



○町長（佐藤 均君）   改めておはようございます。 

きのうの町の総合防災訓練、ご苦労さんでございました。ありがとうございました。 

中村議員の、町有の諸施設で利用していない土地及び建物についてのご質問に、まず

お答えをさせていただきます。 

町が所有している土地及び建物につきましては、将来的な利用の有無を検討し、利用

目的がないと判断した土地については処分を行いまして、また、建物につきましても新た

な利用方法を検討し、活用するよう検討を行っております。 

特に市街化区域に有する土地につきましては、処分を含め、検討を行ってきましたが、

残念ながら全国的な景気後退の中でございますので、ニーズや価格面で一時期に比べ

まして有利な売却は困難な状況下ではないかと懸念をされるところでございますけども、

将来的に人口増加の一端を担うことを目的に考えまして、精力的に検討を進めさせてい

ただきますので、まずよろしくお願いを申し上げます。 

先ほどご質問いただきましたプラムチャンネル局舎の有効利用についてでございます

けども、２０１１年７月、ご承知のように放送のデジタル化による設備等の改修、また伝送

路の維持などに多額の費用がかかることや、自主放送に割り当てられましたチャンネル

の１チャンネル化などの理由によりまして、平成２０年度末をもって放送事業を廃しまして、

自主放送については、きょう、テレビが入っておりますけど、平成２１年度から民間ケーブ

ルテレビ会社に委託をしたことは議員もご承知のところでございます。 

 残されましたプラムチャンネル局舎の今後の活用方法につきましては、どのような方法

で活用することが最も有効に利用できるか、庁内で慎重に検討を重ねてきたところでござ

います。局舎が総合文化センターの敷地にあるということから、同センターと一体的に利

用をすることが最良と考えまして、教育委員会に検討をさせたところでございます。 

そういうことで、図書館の閉架が不足しておりまして書庫が必要であるということ、それ

から文化センターロビー、現在のロビーの東の方でございますけど、外郭団体に利用して

いただいております。そのセンターのロビーを本来の目的に活用したい等の理由から、総

合文化センターの一角として使用することが最も有効な活用方法であると考えたところで

ございますので、ご理解をいただきますように、よろしくお願いをいたします。 

 もう少し詳しいことは教育長の方から報告させます。 

以上でございます。 



○議長（山口 一成君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   教育委員会が所管する土地、建物及びプラムチャンネル

局舎の有効利用につきましてお答えをいたします｡ 

まず、所管する土地、建物の利用状況は、すべてそれぞれの目的に合った利活用を行

っております。 

次に、プラムチャンネルの局舎の有効利用につきましては、先ほど町長からご答弁させ

ていただきましたとおり、以前から検討課題でありました、町立図書館の資料及び情報を

収集、整理、保存、提供する機能を充実すること、また、総合文化センターのロビーが、人

と語らい、ふれあい、集い合う場としての開館当初の姿へ回復することを主眼に、旧プラ

ムチャンネル局舎を図書館の閉架書庫、読み聞かせボランティア等の活動拠点を主な利

用方法として計画をいたしました。 

この計画により、図書館の図書の適切な保管、保存及びボランティアの活動環境、文

化施設としての機能等が少しでも改善されることを期待をしております。 

なお、この計画に必要な経費を今議会に補正予算として合わせて計上させていただい

ておりますので、よろしくご理解賜りますように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）   中村充男君。 

○５番（中村 充男君）   補正予算に出てきましても、よろしくご理解ができませんので、

ちょっと申し上げたいと思いますが、先ほど町長が、また教育長も、教育委員会の諸施設

の一角にあるからということを言われましたが、そうしましたら六把野の神田駐在所は六

把野地内にありますが、六把野がイニシアティブをとって利用する方法を考えてもよろしい

でしょうか。そして、何回も言ってもらうと、もう１０分余りでございますので、もう１つ、町長、

最近といいますか、最後にプラムチャンネルの局舎に入られたのはいつでしょうか。お答

えいただきます。 

○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。 

 プラムチャンネル局舎に近々は入っておりません。 



 神田の駐在所は入っておりません。 

○議長（山口 一成君）   中村充男君。 

○５番（中村 充男君）   この間も、このようなプリントが１枚来まして、新しくできた図面

かと思ったら、前の図面を持ってきて、これでこの辺を仕切りたい、天井をつけたい、そし

て約１，８００万円。先ほど言いました１，７９３万２，０００円。新しい図面はどこにあります

か。教育長、お願いします。今度のプラムチャンネルの改装図面です。 

○議長（山口 一成君）   近藤洋教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（近藤 洋君）   お答えをさせていただきます。 

 図面につきましては、今回、工事費用、設計監理、そういった費用ともに今回の補正予

算に計上させていただいております。先日の全員協議会、その時にお配りをさせていただ

いたのですが、その時点におきましては旧の図面ということで、それを利用してこう改装す

るという見積もりで予算計上しておりますので、今回の補正予算を認めていただいた暁に

は、設計ということで進めていきますので、そのときにはきちっとした図面ができるというこ

とでございますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   中村充男君。 

○５番（中村 充男君）   設計図面もなし、材質やらそういうものもなしで、そして約２，０

００万円ほどの見積もりというのはどういうことでしょうか。私には納得いきませんね。こう

いったところをこうして、材質はこういうもの、クロスはＡ、Ｂ、Ｃ、ＡＡでいく、こういうものを

やって、やっと積算されるものでありまして、ざっとした金を議会に提出されて、私だけかも

しれませんが、ほかの同僚議員はどういうふうに判断されるかわかりませんが、そういう

チェック機関が甘いものではないということもご認識をいただきたい。 

 そして町長、現場主義としまして、最近入ったことのないようなところへ天井をつける、よ

っしゃよっしゃでお認めになるのかどうか。何も機材をちょっと片づけたら、朗読ひばりの

会の人たちが使える。そして、本当は考えをお聞きしたかったのですが、時間がありませ

んので、普通、編み物教室とか陶芸教室、いろんな文化教室がありますが、朗読ひばり

の会も、同じようにまさか考えていらっしゃらないでしょうね。年間の活動表も町長にお持

ちしたと思います。未来の子どもたちのために、そしてこれからの東員町のために、こうい

う活動をなさっておられる方、特別扱いをしろとお願いしているわけではございませんが、

一般的な編み物をして、陶芸をしてという、そういう文化もありますが、私はこのスタジオを、

四日市も桑名もない、いなべもましてやない、東員町だけが持っている。カラオケでも小さ



なバンドでもいい、１，０００円札１枚入れると、自分たちの演奏した歌、そしてまたカラオケ

の歌もＣＤになってポチョンと落ちてくる。こんなもの、幾らでもカラオケ喫茶や、そういうも

のが、今つぶれておりまして、機械が余っております。 

どうも私、調理人でございますが、タイやハマチ、ブリといった魚ではなくて、２人３人は

出世魚のような職員を見つけましたが、皆さん、ヒラメのような職員で、目が上を向いてば

かりおる。上の人ばかり見て、行政のことを考えているような職員ではなくて、町の住民の

目線に立った考え方ですばらしいものにしていただきたい。ここを東員町の何も資源がな

い、そして観光資源もない、いわば大社祭か子ども歌舞伎かと言われますが、こういうとこ

ろに力をギュッと入れることもない。まあまあ平々凡々で下り坂を下りていくような町にだ

けはしたくない、かように思わせていただいている次第でございます。 

もう少し空・間・再・考、人・生・再・考を考えていただいて、皆さんが、笑顔あふれる楽し

いまちづくりに、もうとにかく時間がない。ですからこのような何人の人が喜ぶのか、だれ

が喜ぶのか、教育委員会が、本やふえてきた資料がしまうところがないのでと、よく気持

ちはわかります。ところがこの間、朗読ひばりの会の方から要望書が来まして、７００冊ほ

どの絵本をはじめ、大型絵本、大型紙芝居、ロール絵本、ペーブサート、組み立て機材等、

必要財産を保管する場所や、それを製作する場所がほしい。皆さん、場所に困っている

のです。ですから教育委員会だけが、そういう資料がない。閉架書庫、何かシニアカレッ

ジの方は天皇陛下からもらった本があるんやろうか。そんなものではない。その閉架書庫

の本を年何回、月１回、２回、使う人がいるのかどうか。もっと効率のよいものを、１，８００

万円もかけて、あそこを壊してしまうぐらいなら、１，０００万円で十分そんな書庫はできま

す。もっと有効活用を考えてやっていただきたい。 

余りにも考え方といいますか、企画が自分たちの都合だけで使われてしまうというのが

惜しい。どこにもないものを、もっとみんなが喜ぶ施設に。これが町の施設だったものが教

育委員会に移ってしまった。例えばシルバー人材センターの事務所にしたいといっても、

町ではなくて、教育委員会だったらもうその人たちは使えない。だんだん幅を狭めて自分

たちの目線、行政からの目線でやっていかれるというのはいかがなものかということを再

検討していただきたくお願いをいたしまして、時間でございますので終わらせていただきま

すが、どうかガラスハウスの件も、私言ってまいりました。それも中途半端のような格好に

なっております。 

そして通告はいたしておりませんが、８月いっぱいで返事が来るといった長深地内への

ジャスコの出店はどのような返事が来たか、本当はお聞かせいただきたい。選挙の作戦

だけで、そうしたものが地主や地元の人たちに迷惑千万なことでは困ります。ですから今



非公式に聞いてみるとテナントが集まらない。私がテナントだったらあそこに出ません。そ

うしたペナルティをよくご検討いただきまして、私の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。 


