
○２番（鷲田 昭男君）   それでは、議長のお許しをいただきましたので、ただいまから

質問をさせていただきます。当局の明解なる答弁をお願いをいたします。 

 私からは１点目、教育全般について、２点目、個人住民税について質問をさせていただ

きます。 

 先月、衆議院選挙が実施されまして、これまでの政権与党が退きまして、かわってこれ

までの野党が政権を取るということになりました。与党・野党ともにマニフェストが出されま

したが、私、個人的に見ても、国民全体のことを考えるのではなしに、同僚議員が申され

たように、選挙向けのマニフェストではないかなというふうに私は考えざるを得ません。 

 日本経済はまだまだ上向きの勢いはございません。特に雇用問題は今後も当分よくな

る見込みは薄いと考えます。政策実施については、示された政権与党のマニフェストに沿

って実施されることとなると思いますが、我々国民は、この経済情勢を乗り越えるには、

少々の負担はやむを得ないと考えますが、まず現在、国の借金が８００兆円という大きな

数字を示しております。この数字を減らす努力をしていただきたい。後世に大きな負担を

残すような政策は、今こそとめるべきであるというふうに考えます。新政権に期待をいたし

たいと思います。 

 また、同僚議員が少し触れられましたが、国内で鎮静化すると思われております新型イ

ンフルエンザが鎮まるどころか、日本じゅうに流行の気配がございます。町としては、これ

まで早めに適切な対応がとられ、大変感謝を申し上げたいと思います。これから予防や発

生した場合の対応を早くとられることを、お願いをしておきたいと思います。 

 それでは本題に入らせていただきます。 

 教育全般について、次の５点について、教育長としての思い、決意をお聞かせいただき

たいと思います。 

 １点目、少子化の進む中、保育園の入園について。２点目、道徳教育の現状について。

３点目、高齢化が進む今日、高齢者に対する教育方針について。４点目、差別のない明

るい社会を実現するための人権教育の推進について。５点目、指定管理者の今後の進め

方についてを、お聞きをいたします。 

 先の６月議会において、教育方針等について、同僚議員の質問の中で、教育長は格差

や思いやりと心の育成を目指すとの答弁がございました。教育長にご就任以来、約半年

が過ぎております。それまでに積み重ねられました貴重な経験と、この半年、教育長とし

ての経過の上で思いや決意があろうと思います。 



 そこで、１つ目の少子化が進む中、保育園の入園について伺います。 

 少子化対策として国は子どもに対し、金銭支給を考えているようであります。この制度を

真っ向から否定するものではありません。また、これが全く効果がないとも言えませんが、

考えますに、果たしてお金で少子化がとめられるでしょうか。金銭の支給ではなし、保護

者が安心して子育てができる環境を改善することが第一と考えることが、私は一番と考え

ます。 

保育園入園については条件があることは承知をしておりますが、極論ですが、我が東

員町は入園を希望する家庭はすべて入園可能とし、これを宣伝し、他の市町からの人口

増を図るぐらいの大胆なことができないものか、お伺いをいたします。 

 ２点目、道徳教育の現状について伺います。 

 辞書を見てみますと、道徳とは人の踏み行うべき道理と、それを実行する行いとありま

す。よいこと、正しいことをし、悪いこと、正しくないことをしないこととあります。基本方針の

中にも、道徳教育の充実が上げられております。現在どの程度の時間、どの学年にどの

ように行われておりますのか、お伺いをいたします。 

直接、道徳教育とは関係がないかもわかりませんが、２カ月ぐらい前のことだと思うの

ですが、テレビを見ておりましたら、女性のお年寄りが自転車で買い物帰りに踏み切りの

線路上で転倒をされました。買い物の荷物が重くて動くことができず、大変な状況であっ

たそうです。まもなく電車が通過するところでございました。偶然この場所を通りかかった

４人の高学年の小学生が、全員助け合い、無事におばあさんを救出し、大事故を未然に

防いだとの報道を見ました。私は、子どもたちが自然にこのようなことのできる子どもに教

育することが必要と考えますが、いかがですか、伺います。 

次に３点目、高齢化の進む中、高齢者に対する教育の方針について伺います。 

高齢者は今後一層多くなることは、統計の中でも明らかであります。そこで社会教育に

おける生涯学習の推進は不可欠であります。これまでの社会に貢献をされ、楽しい老後

を期待されている高齢者の皆さんに対しまして、どのようなプログラムを考えておられるの

か、お伺いをいたします。 

次に４点目、差別のない明るい社会を実現するための人権教育の推進について、伺い

ます。あらゆる差別をしない、許さないまちづくりをどのように推進されるのか、お伺いい

たします。 



次に最後の５点目、指定管理者制度の今後の進め方について伺います。 

現在、教育委員会の所管する体育施設や文化施設について、利便性や経費節減を目

的に行われます指定管理者制度が検討されていることと思いますが、この制度への移行

はどのように考えておられるのか、時期等を伺います。 

以上、何点かお伺いをいたしましたが、ご答弁のほどをよろしくお願いをいたします。 

○議長（山口 一成君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）    鷲田議員の教育全般についてのご質問にお答えをいた

します。 

まず、１点目の保育園入園についてのご質問にお答えをいたします。 

町立保育園の入所基準につきましては、「東員町保育の実施に関する条例」に定めて

いるところであり、原則的には、保護者が就労していたり、疾病中であるなど、児童の保

育が十分に行えない家庭に対し、保護者にかわり園が保育を行い、支援を行っているとこ

ろであります。 

しかしながら少子化の進む中、子育てを取り巻く環境も変化し、育児不安や育児ストレ

スを抱えながら、保護者の手で育児を行っているケースなども少なくはないのが現状であ

ります。 

保護者の方から入園等のご相談をいただいた際、明らかに入園基準に該当しない場

合については入園をお断りさせていただく場合もございますが、それ以外の場合につきま

しては、担当者が各家庭のご事情を詳細に聞き取りさせていただいております。その上で、

子育て支援、保護者支援の観点からも判断をいたしまして、保育の実施が必要と判断さ

せていただいた場合には、原則だけにとらわれることなく、柔軟に対応をさせていただい

ているところであります。 

２点目の道徳教育のことでありますけれども、先ほど鷲田議員が言われたお子さんの

事例は、これはまさに今、道徳教育の課題となっている道徳的実践力がつきつつある姿

として、私も大変素晴らしい姿だと思っております。 

道徳教育の現状につきましては、ご承知のとおり、今年度から新学習指導要領の移行

期間が始まっております。道徳については先行実施ということで、各校では今年度から新

学習指導要領にのっとり、実践を進めているところでございます。 



道徳教育では、子どもの自立心や自律性、生命を尊重する心の育成、基本的な生活

習慣、規範意識、人間関係を築く力、社会参画への意欲や態度、伝統や文化を尊重する

態度等の育成を目指しており、児童生徒の発達段階に応じて、道徳の時間を要として学

校の教育活動全体を通して行っております。 

そのために、毎年各校では、児童生徒の実態を十分把握した上で、道徳の全体計画を

作成し、それに基づき道徳の時間について、各学年の年間計画を立てております。年間３

５時間設定されている道徳の時間では、教材としての「心のノート」や「わたしかがやく」等

の教材、その他さまざまな資料を使って、各教科、総合的な学習の時間、特別活動の教

育活動で得られた道徳的な価値などについて補充をしたり、道徳的価値の意味や、それ

と自己との関わりについて一層深化させたり、新たな感じ方や考え方を生み出しておりま

す。 

さらに、ボランティア活動や職場体験学習などの体験活動や、地域の方々を学校に招

聘して講話を聞くなどの活動を通して道徳性を高めております。 

このような取り組みを通して、豊かな人間性の育成に努めているところであります。 

次に、３点目の高齢者に対する教育の方針につきまして、お答えをいたします。 

このことにつきましては、急速に進展する日本の高齢化は、２０１５年には４人に１人が

６５歳以上という高齢化社会が到来すると予測をされております。本町でも国や県の数値

より若干低いものの、高齢化は着実に進展している状況であります。 

このような状況の中、私たちがこれから高齢化社会をどのように生きるかということと、

一人一人が自らの高齢期をどのように生きるかということが重要になってくると私は思い

ます。その中で、社会教育の果たす役割は、今後はますます大きなものになってくるとも

思っております。 

本町では、時代とともに多様化・高度化する住民のニーズにこたえるとともに、健康で

教養豊かな町づくりを目指し、だれもが学びたいことを、いつでも目的をもって学び、楽し

み、喜びを得る機会として、今後も高齢者の方々に限らず、子どもから高齢者の方々まで

の幅広い年齢層に対応した生涯学習、文化振興、生涯スポーツなどを積極的に推進して

まいりたいと考えております。 

次に、４点目の人権教育の推進につきましては、私たち人間は、生まれながらにして自

由、平等であり、だれからも奪われることのないさまざまな権利を等しく持っております。こ

のことは、日本国憲法においても侵すことのできない永久の権利として基本的人権が保



障されており、その人権が尊重される社会や地域を築くために人権教育の推進が、国、

地方公共団体の責務となっております。 

本町でも、あらゆる差別や人権侵害をなくし、差別のない明るい地域社会を築くために、

町民の皆様に人権について正しく理解し、認識を深めていただくとともに、一人一人が自

分の大切さと他の人の大切さが認められていることを実感できるような環境が必要である

と考えております。 

また、日常生活の中で、自分の権利だけではなく他の人の権利も守り、お互いをかけ

がえのない存在として尊重する姿勢が、態度や行動にあらわれるような人権感覚を育む

ことを目指し、すべての教育活動を通して人権尊重の教育や人権教育の啓発の推進に

努めております。 

最後に５点目の指定管理者制度の今後の進め方につきましては、現在、東員町行財

政改革推進計画実施計画に、指定管理者制度導入の検討を実施項目として掲げ、総合

文化センター、笹尾コミュニティーセンター、そして主に体育施設の陸上競技場を対象施

設とし、平成１８年度から取り組んでおります。 

そこで、現在までの進捗状況を申し上げますと、平成２０年度に笹尾コミュニティーセン

ターは、指定管理者制度を導入する方針決定をいたしました。総合文化センターにつきま

しては、直営で運営を行う方針決定を行い、陸上競技場につきましては、平成２１年度に

方針決定を行うこととしております。 

既に指定管理者制度の導入を決定いたしました笹尾コミュニティーセンターにつきまし

ては、「東員町公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例」の規定に基づき、

公募によらない候補者選定を行う手続で、本年度中に指定管理者の指定、告示、管理協

定の締結を行い、平成２２年４月から指定管理者による管理、運営を開始する予定でおり

ます。 

また、本年度中に方針決定を行う体育施設につきましては、制度の導入によるメリット、

デメリット等を整理、検証し、早々に決定を行いたいと考えております。 

いずれにしましても指定管理者制度の導入につきましては、公共施設の管理を民間事

業者の経営ノウハウを活用することで、利用者の利便性が損なわれることなく、効率的な

施設運営が行われなければならないものであります。制度の本質をとらえ、慎重な対応

が必要であると考えます。よろしくご理解を賜りますように、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）   鷲田昭男君。 

○２番（鷲田 昭男君）   ありがとうございました。 

 少し再質問をさせていただきます。 

 保育園の入園につきましては、原則にこだわらず考えていただいておるということで、大

変ありがたいなというふうに思っておりますが、答弁の中でございました、この人は絶対に

規則から除外されて、断らざるを得ないという方は、現実的にはどれぐらいみえるのか、

把握してなかったら結構ですが、もう把握しておるようであれば、ご答弁をよろしくお願い

をいたします。 

 道徳教育の中で、今答弁にございましたが、これから高齢者の方がたくさんふえるのは、

今、答弁のとおりでございます。その中で高齢者の方といいますのは、非常に人生経験

が豊富で、あるいは見識の高い方がたくさんおみえだと思います。この方たちを、今、道

徳教育の中の学校なり、学校の中で一般的に取り入れておられるということはお聞きはし

ましたが、もう少し上下をつけて教育という感じではなしに、高齢者の方たちと子どもが楽

しい形でコミュニケーションをとりながら、道徳というものを学んでいただくのも一つの方法

かなと思いますが、そういうことも含みながら、今ある一般の方の道徳の知識の教えとい

いますか、それをさらに広げていくわけにはいかんのかなと思いますので、この２点、ひと

つご答弁をよろしくお願いします。 

○議長（山口 一成君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   １点目の質問にお答えをさせていただきます。 

 申請がありまして、お断りをした事例は一回もありません。一人も今のところありませ

ん。 

 高齢者の方についてのことでありますけれども、先ほども学校の道徳の時間に高齢者

の方が来ていただくという、いわゆる形的にかた苦しいものではなくて、それぞれの学校

で高齢者の方に学校へ来ていただきまして、その方の過去の経歴とか、小さい時の遊び

とか、人生について、いろいろ語っていただく機会があります。私が以前勤めておりました

学校でも、戦争のときのお話をお聞きしたり、小さいときの食事や食べ物、遊び等を高齢

者の方と接しながら授業を受けるという機会がありました。子どもたちは今、頭の中でいろ

んなことを知っておるんですけれども、一番大切なのは実際に接して、そして例えばお年

寄りと接することによって、お年寄りというのは、どういう温かいものを持っているのかとい

うのを、接するだけでも私は学ぶことが大変あるのではないかなと思っております。 



 それから東員町じゅうの教職員が多分感謝をしておると思いますけれども、学校の下校

ボランティアであります。下校ボランティアの中で数多くは本当にお孫さんを学校に通わせ

ている方々が、毎日と言っていいほど、雨の日も風の日も、東員町の子どもたちを守るた

めに下校ボランティアとして取り組みをしていただいております。私はその姿を見るだけで

も、本当に道徳教育、人間としてどう生きるべきかということを、子どもたちは学んでいる

のではないかなと思っております。 

すべての学校で、お年寄りの方が学校へ来ていただいて、何かしたときには感謝の手

紙を出し、そして本当におじいさん、おばあさん、ありがとうございましたというような形で

自分たちの心を伝えております。今後もそういう取り組みを、保育園・幼稚園すべてやって

いると思いますけれども、いろんなところで広げてまいりたいなと思っております。 

 以上です。 

○議長（山口 一成君）   鷲田昭男君。 

○２番（鷲田 昭男君）   ありがとうございました。 

 入園の申請をして入れなかった方はゼロということでございますので、ありがたいのです

が、いろんなマスコミ等によりますと、まだまだ大都市というのですか、大きなところでは保

育園に入れなくて困っている方がたくさんおるということを聞きますので、東員町ではせめ

て今後そういうことができるだけないように、ご指導のほどをよろしくお願いをいたします。 

 ただ、規則は規則ですので、その点は、私は規則を曲げてまでとは言いませんが、少々

ぐらいは曲げていただいてということで、お願いをいたしておきます。 

 それでは次に２点目の個人住民税について、お伺いをいたします。 

 公的年金からの特別徴収制度について、お伺いをいたします。 

 この内容につきましては、９月１日の広報に掲載をされておりまして、私も拝見をさせて

いただいております。そこで、次の４点ほどについて、ご説明をお願いをいたしたいと思い

ます。 

 １点目、この制度の目的というのはどこにあると考えるのか、お伺いをいたします。 

２点目、この制度の対象者は東員町内の中で何人いますか。対象者というのは、どの

ような人が、公的年金からの特別徴収をされるのかというのをお伺いします。 



３点目、この制度は担当する職員にどのような影響があるのか。職員に及ぼす事務的

な仕事量などということでございます。聞きたい趣旨は、公的年金から税金を引くというこ

とになりますと、今までは普通徴収というふうな形で、年に４回、恐らく税金を納付書によ

って支払われておったものが、特別徴収をされることによって、事務は単純に考えると少

なくなるというのは当然だと思います。だから少なくなった分だけ、職員の方がほかの仕

事ができるのと違うかなという私の単純な発想で、ご質問をさせていただきますので、そ

の内容をご答弁をいただきたい。 

 ４点目、長引く経済不況が想定されますが、昨年と比較して今年の税の収納状況につい

て伺います。住民税と固定資産税、法人税の３つの状況をよろしくお願いをいたします。 

○議長（山口 一成君）   藤井浩二総務部長。 

○総務部長（藤井 浩二君）   鷲田議員の、個人住民税についてのご質問にお答えを

申し上げます。 

 まず、第１点目の公的年金からの特別徴収制度の目的でございますが、高齢化社会の

進展に伴い、公的年金を受給される高齢者が増加することが予想されるところであり、年

金受給者の納税の利便性の向上を図るとともに、市町村における徴収事務の効率化を

図る観点から、住民税の公的年金からの特別徴収制度が導入されたものと考えておりま

す。 

次に、特別徴収の対象者でございますが、６５歳以上の公的年金の受給者でございま

して、本町の特別徴収となる方でございますが、現在のところ、１,６９２名の方を予定をい

たしております。 

次に、職員にどのような影響があるかとのご質問でございますが、課税資料でございま

す年金支払報告書について、すべてを電子データで提供を受けることや、特別徴収義務

者であります年金保険者が徴収を行うことによりまして、市町村の徴収事務の効率化を

図ることが目的でございますが、現時点では紙媒体の課税資料と電子データが混在いた

しておりまして、本年１０月支給の年金から徴収が開始されるため、普通徴収と併用徴収

が必要となることなど、事務が複雑化をいたしております。 

また、新制度導入の周知や６月の納付書送付時の対応など、事務量は大変ふえてい

る状況でございます。 

今後、課税資料等の電子化や制度の定着によりまして、事務の効率化は進むと思わ

れますが、制度の定着までには若干の期間を要するものではないかと考えております。 



次に本年度の収納状況でございますが、ご指摘のとおり長引く経済不況により、７月末

で、昨年の同期と比較してみますと、収納額で約１億円程度少なくなっております。法人

町民税で約８，０００万円、固定資産税で約２，０００万円、住民税は７００万円程度かと思

いますが、少なくなっております。 

主な要因でございますが、固定資産税では、家屋の経年に伴います償却によるもので

あり、法人町民税は、予定納税の法人の多くが昨年の後半からの景気悪化によりまして、

還付申告となったものと考えております。 

以上、ご理解賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（山口 一成君）   鷲田昭男君。 

○２番（鷲田 昭男君）   特別徴収の内容についてはお聞きをいたしまして、そういうこ

ともあるのかなということでございますので、当分は事務量は減らないということでござい

ますので、できるだけ頑張っていただきたいというふうに思います。 

 特別徴収をされる方と年金をもらわない方は普通徴収という形になります。この差、俗に

言う年金からの特別徴収は、何も言わずに年金から引きますので、払う払わんは別の問

題。ただ、普通徴収については、払わない方も現実的には家庭の事情等によって生じる

場合もあるでしょうが、やはり、ここで少し特別徴収の方と普通徴収の方の差別というんで

すか、格差というんですか、これが私は生じてくるのかなというふうに思いますので、その

点どのように考えておられるのか、お聞きをいたします。 

 あと、税の収納状況については経済不況ということでございますので、できるだけ税の

収納というのは非常に難しいものもございますので、私は三重県の方に預けるのではなし

に、職員の方みずからが汗をかいていただいて、滞納が少しでも減るようにしていただか

ないと、少し話は変わるんですが、決算書を見せていただいた限りでは、不納欠損額が私

の計算からいくと非常に多いのではないかなというふうな、これは委員会の席でまたご質

問しますが、そういうことにならないように、職員の幹部の方みずからが、税の滞納がない

ように、私はしていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（山口 一成君）   藤井浩二総務部長。 

○総務部長（藤井 浩二君）   お答えを申し上げます。 

 まず第１点目の格差と申しますか、年金から差し引かれる方と普通徴収の方が発生して

おるやないかというご指摘でございますが、介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療



制度の、これは今回の制度によって、いろいろ論議をされているようでございますけども、

年金から徴収ということで大変心苦しく思っております。私ども、普通徴収の方と年金徴収

の方が当然平等に取り扱われるのが本当と思っておりますので、徴収事務に対しまして

は公正公平をもって臨んでまいりたいと考えております。 

 次の収納状況でございますが、徴収係をつくりまして、本年４月からまた新たに徴収対

策を強化をいたしておるところでございます。当然ながら、その事務につきましては各課に

及んでおりまして、副町長をトップとした東員町徴収対策会議を立ち上げておりまして、そ

こで、るる対応策を、幹部も入れまして取り組んでおる状況でございます。さらに努力いた

しまして、徴収実績を上げ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（山口 一成君）   鷲田昭男君。 

○２番（鷲田 昭男君）   ありがとうございました。 

 特に税の収納の問題については非常に難しい点があろうと思います。どうか頑張ってい

ただきますようにお願いをいたしまして、私の質問を終わります。 


