
○議長（山口 一成君）   ７番、木村宗朝君。 

○７番（木村 宗朝君）   今回は３点について、質問いたします。 

 まず１点目、町政懇談会について、町長に質問いたします。 

 昨年までの町政懇談会は、自治会ごとや校区ごとでの懇談会でありましたが、本年度

は各種団体とされました。各種団体は、東員町にとって重要な任務を担っていただいてい

ますので、貴重な意見が聞けたのではないかと思いますし、昨年までとは違った意見など

があったと思います。それを政策に反映しようと考えているものはあったかどうかを、お伺

いしたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   木村議員の町政懇談会についてのご質問にお答えをいたしま

す。 

 今年度の町政懇談会は、７月２日から７月７日までの間の４日間におきまして、町内各

種団体を対象に開催をさせていただきました。役場の各部局に関係する団体、合計３７団

体の会員の方々にご案内申し上げまして、総務部関係では６４名、生活福祉部関係では

６５名、建設部関係では２９名、教育委員会関係では４１名、合計で１９９名の方にご出席

をいただきまして、多岐にわたります数々のご意見やらご要望をいただきました。 

幾つかを申し上げますと、「コミュニティバスの南北線は団地からの利用が多いが、東

西線は利用が少ないので見直しを」や、「高齢社会に向けて公共施設のバリアフリー化や

住宅のリフォーム、耐震化の推進を」、また「公共施設の老朽化に伴い修繕を」などのご

意見をいただきました。 

今回の懇談会は、各種団体の方々を対象といたしましたので、各団体の活動に関する

ご意見、ご要望も多くいただきました。これらのご意見に対しまして、それぞれ会場でご説

明をさせていただき、即答ができない事項につきましては、後日、ご質問いただきました方

に、文書で回答をさせていただいたところでございます。 

よろしくご理解いただきますようお願いを申し上げます。 

○議長（山口 一成君）   木村宗朝君。 

○７番（木村 宗朝君）   各種団体との懇談会ということで、昨年までとは違ったものが

あったかと思いますけれども、それはそれとして、政策に反映していただけるものはしてい



ただくとして、こちらからも提案といいますか、懇談といいますか、話し合い、その中で補助

金の見直しというのがあると思うんですけど、こういう機会ですので、来年度やられるかど

うかはわかりませんが、やられるとすると、一方的にいろいろご意見を伺うと同時に、補助

金の見直しをきちっと説明するという場であってもいいかなと思うんです。このことについ

て町長は来年やられるかどうか。やられるとしたら、こういう補助金のことについて説明さ

れるのかどうか、この辺をお伺いしたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   答弁させていただきます。 

 来年度に向けて懇談会をやる、やらないですが、今のところは、考えを表明するまでは

ないんですけど、手法を変えてとか、町民の皆さんから、いろいろなご意見を聞く機会は

つくっていきたいなと思っております。しかし、やるというような決定はしておりません、とい

うことでございます。 

○議長（山口 一成君）   木村宗朝君。 

○７番（木村 宗朝君）   そうすると、補助金の見直しということは全く考えてみえないと

いうことですかね。前回質問したときに、１％の補助金を別の団体に出したらどうかといっ

たときに、こちらの団体との補助金の話があるのでなかなか難しいというようなことでし

た。 

そうなると、今回のような各種団体との説明会のときに、いろんな意見を聞きながらこち

らの意見も説明するというのが一番いい方法ではなかったかなと思うんです。来年やられ

る予定がなければ、そういう場もなくなりますけど、本来なら今年度やるのがよかったのか

な。もしやらないのであれば、補助金のいろんな意見を聞く、あるいはこちらからの説明を

するという場がないということですか。それはまた別のところでやるということですかね、そ

ういうことはもうやらないということになりますかね。 

○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。 

 行財政改革の中で、補助金はいろいろ改革というか、見直しというのは上がっておると

思います。それについて、非常に難しいところがあるんですけど、私どもの考え方としては、

補助金のマニュアルというんですか、取り決めというんですか、そういうことをきちっとして

いきたいなという思いはございますけど、なかなか改革というのは、減額が主になってま



いりますので、非常に難しいところがあるんですけど、これからも町民の皆さんといろいろ

協議を重ねながら、将来の持続的な発展ということから、マニュアルもつくりながら見直し

もかけていきたい、そんな思いはございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   木村宗朝君。 

○７番（木村 宗朝君）   補助金の見直しについては、余り積極的ではないようですが、

私は４回目の懇談会に出たんですけど、その中で一つ、体育館前の駐車場の話が出てま

した。余りにも狭いというのと、少ないというのが出てたと思うんです。これは私も何回もと

いいますか、以前から質問をしておるんですけど、こういう懇談会で出たものを、そこで出

たものは、その方に説明されたと思うんですけど、駐車場を拡大整備する、これは文化セ

ンターの駐車場を拡大をしたので、広くしたので、体育館はもう今のところ考えてないとい

うことか、文化センターは文化センターでやったけれども、体育館の前もやりたいというこ

となのか、その辺をお伺いをしたいと思います。 

○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。 

 体育館前の駐車場の整備というんですか、以前から、たしか木村議員からは、現在の

木の植わっている部分ですか、それからモニュメントがあると思うんですけど、その辺の見

直しというんですか、改修を、というようなご指摘もいただいております。特にモニュメント

の部分ですね、あの辺を改修して１台でも多くというのはよくわかるんですけど、その辺も

お金の都合もございますので、検討はさせていただきますけど、ここで再整備をするという

ことは、まだこれからでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   木村宗朝君。 

○７番（木村 宗朝君）   これも余り積極的でないようでございますので、次にいきたい

んですけど、ただ、あそこの体育館の北側の道路ですね、あの辺に線を引いただけでも

駐車スペースになると思うんです。木をほかへ移動するなりということをしなくても、できる

と思いますし、商工会館の前のところの道路を、あの辺までうまくすれば、もう少しは広く

なるかなと思いますので、お金をかけずにやる方法を、まず考えてもいいかなと思います

ので、また考えていただきたいと思います。 

 次の質問にいきます。 



 ２つ目は、町長部局と教育委員会の関係について、教育長に質問いたします。 

 教育委員会は地域の学校教育の振興と芸術文化、スポーツ、生涯学習など、幅広い社

会教育の振興に関する事務を担当する機関として、すべての都道府県及び市町村に設

置されております。教育委員会制度の意味は、政治的中立性の確保や継続性、安定性

の確保などであり、特性として首長からの独立性、複数の委員による合議制などが主なも

のであると思います。 

しかし近年、教職員人事や財源に関する権限の市町村教育委員会への移譲といった

活性化論がある一方、教育委員会の任意設置や社会教育部門を市町村長の所管とすべ

しといった、教育委員会制度の改革論があるのも事実であります。 

そこで東員町の教育委員会として、町長部局と教育委員会の関係を、教育長としてど

のように考えてみえるのかを、お聞かせ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）   木村議員の、町部局と教育委員会の関係について、お答

えをいたします。 

 議員もご承知のように、教育委員会制度は戦後教育改革の一環として、①教育行政の

民主化、②教育行政の地方分権化、③教育の自主性確保をねらいとして、教育委員の直

接公選制度を基盤に設置されました。 

しかしながら運営をめぐっての課題も多く、公選制度が政治勢力の不当な介入を招くと

いう批判から、昭和３１年に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の成立に伴い、

現行の教育委員会制度に移行しました。地方教育行政法制定の趣旨は、教育の政治的

中立と教育行政の安定を確保し、教育行政と一般行政の調和を進め、国、都道府県、市

町村の連携を密にすることの３点であると言えます。 

 地方教育行政制度の中核をなす教育委員会は、教育行政の中立性や継続性を確保す

る観点から、首長から独立した合議制の機関として設置され、当該地方公共団体の設置

する学校の管理運営に当たるとともに、生涯学習、社会教育、文化、スポーツ等、幅広い

分野において施策を展開しております。 

 大きくは独立行政委員会としての教育委員会であり、もう一方は、管理執行機関として

の教育委員会であるとも考えます。 



 議員お尋ねの、町長部局と教育委員会の関係をどのように考えているかというご質問で

ありますが、独立行政委員会としての教育委員会という性質からは、教育の中立性確保

は歴史的に見ても基本になると考えております。さらに教育行政の継続性を保つことは、

大変重要な考えであると認識をしております。 

教育とは、「目に見えること」と「目に見えないこと」「すぐに結果が出ること」と「何年後か

に結果が出ること」があると思います。このことを十分認識した上で教育行政、特に学校

教育は進めなければならないと思っております。 

 一方、管理執行機関としての教育委員会の性質から考えた場合、町長部局と教育委員

会は、より連携を深めなければならないと考えております。 

町長の教育に関する職務権限は、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行

することとなっております。このことからも、町財政や中長期振興計画等、町の施策の実

現に向けて、協同・協力して進まなければならないと私は考えております。 

教育委員会と町部局の関係を述べるときに、教育委員会は独立性が担保されていると

いうだけではなく、国の基準通りで事足りるという気風はないか、見て見ぬふりや、現場の

創意工夫に押しつける無責任さはないか等を教育委員会としても常に考え、地域の教育

課題に主体的に取り組み、地域住民に責任を持つ教育委員会、教育委員会事務局にな

らなければならないと考えております。 

私は、方針の中でも述べさせていただきましたが、高い志と使命感を持ち、東員町の保

幼小中学校に通わせて本当によかった思える学校・園づくりに支援をしていきたいと思い

ますし、東員町に住んでよかったと思える生涯学習、スポーツの振興に努めてまいりたい

と思っておりますので、どうぞご理解、ご協力をお願いしたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   木村宗朝君。 

○７番（木村 宗朝君）   先ほどの答弁で、多分、この質問はしなくてもいいのかもわか

りませんが、現在、社会教育生涯学習を教育委員会から町長部局へ移行するというよう

なことが、いろいろ活性化論で論じられておると思うんですけど、教育長として、学校教育

と社会教育、学校教育は当然教育委員会ですけど、社会教育・生涯学習は町長部局でも

いいと思ってみえるのか、その辺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）   大変難しい質問をいただいたと思いますけれども、今、私

が考えていることは、社会教育・生涯学習も教育委員会の所管の一つであると思っており

ます。 

○議長（山口 一成君）   木村宗朝君。 

○７番（木村 宗朝君）   わかりました。 

 それで、市町村の教育長は、教育関係出身者が７０％であるということを考えると、学校

教育と社会教育、どちらかと言うと、学校出身者の方は、学校教育の方に力を注ぐのでは

ないかというような、我々素人の考えがあるんですけど、そのようなことはどのように考え

てみえるでしょうか。 

○議長（山口 一成君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   ご承知のとおり、私は学校教育出身の教育長でありまして、

教育長としては社会教育、学校教育、当然所管にありますので、両方とも重点的に進め

ていかなければならないと思っておりますが、意識はしてないのですけれども、学校現場

の出身の教育長ということで、無意識的にも学校教育を重視しているところがあるのかな

という感じはします。 

ただ、学校教育は義務としての教育、権利としての教育という形がありますので、少し

は許していただけるかなという感じはしておりますけれども。 

今後というか、今でもそうですけれども、社会教育に関してのいろんなこと、スポーツや

文化に関して、私は今年４月から任命されている者ですけれども、自分なりに勉強させて

いただきまして、社会教育の重要性等も勉強し、政策等も進めていきたいなと思っており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   木村宗朝君。 

○７番（木村 宗朝君）   私も学校教育に力を入れるなではなくて、十分に入れていた

だきたいという立場で言っております。ただ、社会教育もお願いしたいなというふうな思い

で質問をいたしました。 

 町長部局と教育委員会の関係で、中学校の海外派遣の行き先ですね、私はドイツがい

いとか悪いとか、ここがいいとかいう話ではなくて、行き先は、町長部局ではなくて教育委



員会が決めるべきだというふうに思うんですが、そのようになっておったら申しわけないで

すけど、そうなのかどうかをお聞きしたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをいたします。 

 派遣事業の開始時のいきさつ等もありまして、最初はどうやったか、私ちょっと把握して

おりませんけれども、現在は教育委員会の事業として派遣している実態があります。です

から派遣先の決定も含めて、その事業の権限は教育長の権限であると思っております。 

 ただ、海外派遣事業ということで、予算とか子どもの安全とか、それから緊急避難時にど

う対応するかということをいろいろ考えた場合には、それぞれのいろんなご意見を聞きな

がら、担当部局として進めていきたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   木村宗朝君。 

○７番（木村 宗朝君）   はい、わかりました。 

 もう一度、社会教育に戻りまして、学校教育と社会教育と両方やっていただきたいという

ことなんですけど、一つは、もし予算がないのであれば、昔は社会教育の方の社会体育

の部門ですけど、野球場なんかも、野球を使っている者が、ボランティアで側溝の溝さらえ

といいますか、そういうことをやったり、昔はやっておったんです。利用料が上がったという

ことは、もう一度再考はしていただきたいのですが、それとは別に昔やっておった、使用す

る者が年に１回や２回は、ボランティアでそういうことをやってもいいのではないかと。それ

を教育委員会として、お願いしてもいいのではないかと思うんですが、どうでしょうかね。 

○議長（山口 一成君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   本当に使っていただいた方に、そのようにボランティアのよ

うにしていただくのは大変ありがたいと思います。 

ただ、教育委員会としてどうこうというのは、まだ少し考えておりませんので、ぜひ木村

議員の方からもこういうことがあるんやと、いろんなお知り合い等を誘い合わせのうえ、一

回こういうのをしてみようではないかというようなことを、周りの方に言っていただくと、私ど

もとしては大変ありがたいなと思っております。 



○議長（山口 一成君）   木村宗朝君。 

○７番（木村 宗朝君）   もう一つ、体育協会の事務を行政でやることは違反であるとい

うようなことを何年か前に聞いておりまして、どこにそのようなことが書いてあるかと、私も

ちょっと調べておったんですけど、桑名の人ですけど、地方公務員法に書いてあると言わ

れたので、ちょっと見たんです。それもどこにも書いてないような気がしたんです。 

 昨日、津でスポーツクラブの研修会がありまして、そこで聞いたのは、憲法に書いてある

と。体育協会が、まだ行政が担っておるところがあるんだと。実際、東員町もそうなんです。

そういうことは憲法違反であると言われたんですけど、憲法８９条と言われましたが、その

人は東京オリンピックを招致するために、招致はできなかったんですけど、そのために仕

事をしておったと言われましたけど、スポーツ全般のことに詳しくて、そのようなことを言わ

れました。そういうことは解消しなければいかんというようなことを言われたんですが、この

ことに関して教育長はどのように思ってみえるのか、考えてみえるのかをお聞かせいただ

きたい。 

○議長（山口 一成君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをさせていただきます。 

 憲法８９条ですか、ちょっと私、理解しておりませんので、この場で即答はできませんけ

れども、体育協会という一つの任意団体の事務を、役場の行政が中心になって担うことに

対しては、やはり改善等を進めていくべき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）   木村宗朝君。 

○７番（木村 宗朝君）   私もそのように思っていまして、一度そういうような検討もお願

いしたいなと思います。 

 最後にもう１つ、広報１０月号に、パークゴルフ大会のことが２つ載っておりました。２０ペ

ージと２２ページに同じパークゴルフ大会が載っておりました。１つは教育委員会が所管

のパークゴルフ大会が２０ページに載っていたと思います。もう１つは、まちづくり課のパ

ークゴルフ大会が２２ページに載ってました。日にちは２週間ズレておりましたけど、一緒

の日になったかもわかりません。 



 東員町のパークゴルフ大会が別々の課で考えられて、たまたま日にちは違いましたけど

行われたということに関して、私は、パークゴルフはスポーツだと思っております。それで

教育委員会の管轄だと思っておるんですが、こういうことに関して教育長は、パークゴルフ

の管理はあれですけど、運営について、教育委員会でやるべきではないのかなと私は思

うんですけど、どう思われるでしょうか。 

○議長（山口 一成君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをさせていただきます。 

 中部公園ができてから、大変パークゴルフ場が身近になりまして、連日多くの方がプレ

イをされているのは、私も、きのうも歩いてまして見ました。 

 パークゴルフの普及に関しましては、体育指導員の方が本当に熱心に、講習会とか、い

ろんな競技会等は開いていただいています。 

所管につきましては、昨年度も木村議員から同じようなご質問をいただきまして、私も

勉強させてもらった時に、公園を管理しているところが所管としてやっていくというのが望

ましいというような答弁をさせていただきましたので、現段階では、私どもも答弁どおり、教

育委員会もそのような方向で考えております。 

 ただ、どこの所管と狭義的に考えるだけではなくて、私どもも協力要請があれば、いろん

な連携を深めて協力等も惜しまないつもりでおります。 

 繰り返しますが、現在としてはゴルフ場の運営も含めて、公園を管理する課が進めてい

くべきではないかなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   木村宗朝君。 

○７番（木村 宗朝君）   はい、わかりました。 

 それでは３つ目の質問にいきます。 

 自主文化事業について、教育委員会事務局長に質問いたします。 

 平成２０年１２月議会で、総合文化センターひばりホールでの自主文化事業で満席にな

る方法を考えたらどうですかと質問し、ひばりホールの応援団みたいな形で会員を募り、



プレミアムをつけてできないかを一度考えますという答弁でありました。その後、担当者の

ほとんどの方がかわられましたが、どのように検討されたかをお伺いしたいと思います。 

○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）   ただいまの木村議員の自主文化事業について

のご質問に、お答えをいたします。 

 昨年１２月議会で議員から、総合文化センターひばりホールでの自主文化事業について

のご質問をいただき、その中でのご提案に対する考え方といたしまして、ただいまご質問

にございましたように、答弁を前教育長からさせていただいております。 

そこで、近隣市町の公共ホールの観客数の確保のために、同様の手法を取り入れてい

るところがあれば参考にさせていただこうと、調査をさせていただきました。 

一般的に行われている、チケットの割引を主体にした会員制度を取り入れたホールば

かりでございました。しかしこの方法は、実施する催しの中で、チケットの売れ行きが好調

な場合には会員には応援を求めず、売れ行きが思わしくなかった場合だけに応援をして

いただくという、公共ホールにとっては、意にかなった方法と思っております。 

昨年の１２月議会でも前教育長が答弁させていただきましたように、確かに虫のいい話

でございますので、単純にチケットの割引率を高くすればよいということでもございません

ので、いかに皆さんが応援したくなるような、魅力あるプレミアムをつけるかが大事という

ことでございますので、引き続き、知恵を絞って考えてまいりますので、ご理解を賜りたい

と思います。 

よろしく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）   木村宗朝君。 

○７番（木村 宗朝君）   難しいけれども考えるということですので、これ以上質問する

こともないんですけど、平成１９年度が、全体の券売率が７３．９％ということでございまし

た。香西かおりコンサートが２回講演で８４８人の６３％、これが最低だと思います。平成２

０年度はダカーポのふれあいコンサート、平成２１年３月１５日に行われた分ですけど、入

場者が３３５名ということでございます。そのようなことを考えると、見に行った人も張り合



いがない。満席で見るのと３３５人で見るのは全然違うので、来てもらった人に申しわけな

いという見方をしてしまったという人もみえるのですね。 

最近は自主文化事業が元気がないというようなことも、おとつい会った人が言ってみえ

ましたけど、もっと元気になるような、そして満席になるようなことをみんなで考えたらどう

かと思うんですけど。 

 １つは先ほど言われたように、チケットを本当に何でもいいから人が少ないときに、最初

１万円なら１万円払ってもらって、会員になってもらった人が年３回なり４回なり、１年で使

い切らなくてもいいのですが、その分で３回か４回見れる方法、何でもいいからいいよ、行

くよという人はみえると思うんですけど、そんなことを真剣に考えたらどうでしょうかね。３３

５人で見るよりも。どう思われますか。 

○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）   ただいまのご質問にお答えをさせていただきた

いわけでございますけれど、この周囲でいきますと、四日市とか伊賀市、そういったところ

で現在、友の会というんですか、そういった制度を採用してみえます。そういった中では、

やはりチケットの優先予約、若干の割引、それから情報の個人のお宅への配付、そういっ

たところが中心であろうかということでございます。 

ただ、なかなか文化とか芸術、そういったところに関心をお持ちの住民ですと、本当に

ありがたい制度ということでもございます。そういう制度であるから、ほっておくということで

はなくて、やはり関心を持たれる方もさらに関心を持っていただくという、そういった方向性

も大切だということも思っております。 

 ただもう１つは、そこまでの意識を持ってみえない方をいかにというところが、教育委員

会の大きな課題ということでも思っております。 

 そういった中で、東員町の文化施設ということで、文化施設の本来の目的というところも

あろうかと思いますけれど、いろんな住民の皆様方が、東員町の文化センターに集ってい

ただく、自主文化事業のほかにも集まっていただくという、そんなところも１つの角度として

考えていくと、おのずと自主事業も、そういった面で見ていただく方もふえてくるんかなとい

うことで考えておるところもございます。 

 ただ、どんな有効な方法があるかなというところも、いろいろ考えてはおるんですけれど、

なかなかこれはというところの決め手もございませんので、いろんな方、本日ご質問をい



ただきました木村議員からも、何かいい方法もあればお聞きして、教育委員会、社会教育

課の方で十分検討をしていきたいと思いますので、どうかよろしく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）   木村宗朝君。 

○７番（木村 宗朝君）   最後に、担当者がかわられたのでというふうなことを言ったん

ですけど、総務部長か副町長にお願いしたいんですけど、担当者がころっとかわったとき

は、前に質問したことはリセットされるのですか。というのは事業仕分けか何かで、前も言

ったように、Ｂ紙に書いて、どこまで進んでいるというのがどこかに書いてあれば、パソコ

ンではなくてＢ紙に書いてあれば、これは途中でとまっていると。質問されて、いいなと言

ったけど、途中でとまっているというのが紙でわかる。 

行政のいいところはというか、我々にとっては悪いところかもわかりませんが、ころころ

メンバーが変わる。その後、１回ずつリセットされて、昔、質問したことが、あれだれに質問

したんやったか、あれどうなったかというようなことになるのが、一番張り合いのないことだ

なと思います。だれにかわろうとも、途中までの経過というのは、どこかに残っているよう

なシステムにしないとだめだと思うんですね。だから私は目で見る管理をといつも言うんで

すけど、そんなことを、この一般質問に限らず、ほかのことでも考えていただけないかなと

最後に質問したいんですけど。どちらでも結構ですので。 

○議長（山口 一成君）   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。 

 基本的には、異動があっても変わるものではございません。したがって、リセットされると

いうことはないという方向でございます。 

 ただ、状況の変化とか、そういうことによっては変わる場合もありますでしょうけども、基

本的なことは、人事異動に伴って、担当だけの考え方ということでは基本的にはお答えを

させていただいておりませんので、変わらないと考えていただいて結構かと思います。 

 ただ、きょう午前中にも町長からおしかりを受けたんですけども、３月に答弁したことを変

えるなということは、答弁したとおりに動けということで、おしかりも受けたところでございま

すけども、先ほど申し上げましたように、状況によっても変わる場合はございますけども、

基本的にはリセットということにはならないと考えますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 



○議長（山口 一成君）   木村宗朝君。 

○７番（木村 宗朝君）   これで終わりますけれども、途中経過、あるいはなぜここでや

めたか、ここでストップしているのか、何かの形でわかるようにお願いをしたいと思います。

よろしくお願いします。 

 終わります。 

 


