
○議長（山本 陽一郎君）   休憩前に引き続き、一般質問を行います。 

 １５番、門脇助雄議員。 

○１５番（門脇 助雄君）   今、トヨタ自動車が大変なことになっております。

対応が遅いということで、アメリカでは政府が乗り出してきて、今とばかり、トヨ

タ、あるいは日本車たたきに火に油を注ぐような行為、そして大規模なリコール問

題、日本経済がおかしくなって、この春、卒業する高校・大学生の就職難、さらに

は鳩山政権に対する失望感、今朝の新聞を見ておりますと、鳩山内閣の支持率は３

６％で、２月の調査より５ポイント下落しております。何とか国民の期待に少しで

もこたえてほしいと願い、本題に入りたいと思います。 

 佐藤町長は任期最終年度の平成２２年度当初予算の編成作業に当たられました。

当然のことながら、財政の健全化を図りながら、２期８年の集大成、予算内容は安

心・安全のまちづくりに苦労されたと思います。 

そこで来年４月、任期満了になりますが、次期町長選挙に立候補されるお考えは

あるのですか。まず、お伺いいたしたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 当町の町長選挙は、統一選挙で来年４月でございます。まだ１年余り先でござい

ます。残されました期間、精いっぱい町政に邁進させていただきたいと思っており

ます。 

よろしくお願いをいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   門脇助雄議員。 

○１５番（門脇 助雄君）   １月１４日、佐藤町長は三重県町村会会長につか

れました。しかし福岡県の町村会長であり、全国の町村会長を束ねております山本

さんという方ですが、地元福岡県副知事に対し、後期高齢者医療制度で有利な調査

の見返りを期待し、官官接待を繰り返し、現金を送った疑いで警察に逮捕されてお

ります。このような公費垂れ流し行為は三重県ではないと信じたいのですが、いか

がですか。 



 そして前町長は、三重県市町村振興会を通じて、数回にわたり海外視察に出かけ

られております。今も県の町村会は海外研修を行っているのですか。そして、もし

佐藤町長がそれに参加されておるのでしたら、お答えいただきたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 全国の町村会長の山本会長の件が、門脇議員の方から報告がございました。私ど

もの知っておる範囲内は、今のところ副会長が３名みえるんですけど、そのうちの

１名の方が代行（代理）をしてみえるということを聞いております。 

 また、いろいろ官官接待というんですか、福岡県の副知事に対する接待というよ

うなことだそうでございますけど、三重県の町村会はどうかということでございま

すけど、私の聞き及ぶところでは、三重県はそんなことはない、ございませんとい

うことでございますので、ご報告をさせていただきます。 

 また、県の町村会、町長の海外研修、以前には毎年執行されておりましたけど、

現在では行っておりません。当然その研修にも参加するというようなことはござい

ませんので、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（山本 陽一郎君）   門脇助雄議員。 

○１５番（門脇 助雄君）   町長もまだ１年あるのでというお答えでした。ど

うか体に十分注意されて、任期いっぱい、全力で投球していただく。そして私たち

もご健闘、バックアップをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 次の、四日市水道局の協力金問題に移らせていただきます。 

 佐藤町長は四日市水道局に対して支払いを求め、交渉すると約束していただきま

した。その後、前進はありましたのですか。 

 ２つ目に、水源池付近の環境調査等の進捗状況も、わかっておったらお知らせい

ただきたいと思います。 



 なお、１月に四日市監査委員会は、共産党の四日市市議会議員から出ていた協力

金について、違法性・不当性は認められないとして監査請求を却下しております。

それに対して町長はどう思われますか。 

 昨年１２月２４日、町内にある四日市水道施設の固定資産税にかわる国有資産等

所在市町村交付金の未払い分、約１，０００万円の支払いを求めて訴訟を起こされ

ました。第１回弁論が津地裁で行われましたが、四日市事務当局は、答弁書は提出

されておりましたが欠席でした。第２回は２月２５日に、四日市市の担当職員も出

席して行われましたが、わずか数分間で終わっております。裁判は非常にスローテ

ンポであります。スロー審理であります。最後まで上告しても争っていかれるので

すか。 

 もう１点、水源池付近の水田では、田植えの水を田んぼいっぱいに入れても４時

間でなくなってしまいます。そのために肥料や除草剤の効果がありません。水が抜

けて水不足の状態になり、大変苦労し、耕作がやりにくい深刻な問題で、当然耕作

放棄につながっていきます。 

そこで、水稲の生育期間であります５月、６月、７月、８月、９月、この５カ月

間は四日市水道局は水源池から取水をストップして、ポンプをとめて、正しいデー

タを作成するよう求めて、町長の答弁をお願いいたしたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   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等について、お

答えをいたします。 

協力金の支払いを求めた交渉につきましては、四日市市は市の決定事項とのこと

で支払いを拒否しており、状況は現在も変わっておりません。 

しかし、自治会を交え、協議を続けてまいりました結果、四日市市は地元自治会

と良好な関係を維持したいとのことから、協力金とは異なりますが、地元自治会と

委託契約を結び、その作業に対し、対価の支払いを提案してきております。 

次に四日市市の監査請求につきましては、四日市市の案件でございますので、コ

メントする立場にはございませんので、控えさせていただきます。 

また、四日市市を相手としました提訴に関しましては、最後まで争っていくのか

とのご質問ですが、現在の裁判の進みぐあいを申し上げますと、先月２月２５日に



第２回の公判が行われたところであり、双方の証拠の確認程度しか進んでおりませ

ん。次回の第３回公判は４月２２日の予定となりました。 

 当然、勝訴と考えているところでございますが、当方の想定を超えるような判決

が出された場合は、上告することも考えたいと思っております。 

最後に、水源池付近等の環境調査等の進捗状況と水源池付近の水田で水不足状態

になり、取水をストップして正しいデータを作成せよとのことでございますが、こ

の件につきましては、四日市市から東員町地内に観測井戸を設置し、責任を持って

地下水の調査を行いたいとの申し出がまいりました。その調査の結果を当町に提出

することも確約を得ておりますことから、調査結果を十分に分析いたしまして、対

応を検討したいと考えております。 

今後も問題の解決に向けて最善の努力をしてまいりますが、以前にも申し上げま

したように、四日市市は本町に隣接する自治体であり、行政全般にわたり、友好的

な関係を維持していきたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願い申

し上げます。 

以上です。 

○議長（山本 陽一郎君）   門脇助雄議員。 

○１５番（門脇 助雄君）   昨年の９月定例会、そして、今回２回目の四日市

水道局の協力金問題で一般質問をさせていただいておるわけですが、１日３万トン

の水を持っていきながら、法的根拠がないから協力金の支払いができないと、ただ

で水を持っていって、そして四日市市民の２３％に当たる消費者に有料で売ってい

る。悪く言えば、盗んできた水で銭もうけをしている。まさにこれは詐欺行為や。

四日市水道局は毎日平然とその行為を繰り返して、そして平成２１年、平成２２年、

２カ年分の協力金をいまだにほったらかしで後回し行為は、大四日市市がやる行為

ではありません。東員町民を代表して交渉に当たられる町長のご苦労は評価します

が、さらなるご努力をお願いして、もう一度、町長の答弁をいただきたいと思いま

す。 

○議長（山本 陽一郎君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えを申し上げます。 



 四日市市としては、協力金という形での支払いは、何度交渉しても支払うことは

できないと。協力金にかわる根拠づけというんですか、根拠のある支払方法を、四

日市市はいろいろと研究をされてみえます。国の方にも四日市は相談にも上がって

いただいておりますし、何とか支払う方法はないかということで、じっとしておる

のではないということは認めさせていただいております。 

 そんな中で、協力金にかわる方法を、私どももいろいろとこれから勉強もさせて

いただくなり、四日市ともっともっと議論を重ねて、何らかの形で見つけていきた

い、そんな思いでおりますので、ご理解と、ぜひお知恵もかしていただきたいと思

いますので、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（山本 陽一郎君）   門脇助雄議員。 

○１５番（門脇 助雄君）   水源池から水を四日市市に送るため、長深の農道

や町道には送水管が埋設されております。それらの送水管の上を維持管理するには、

樹木の伐採や草刈りも伴います。今日まで長深自治会は、送水管の上の維持管理を

するため、無料で無償で行ってきました。 

そういう協力をしているのに、地域にあります、特に川原地区は掘り抜き井戸が

たくさんあります。掘り抜き井戸の水はなくなった。あるいは打ち込み井戸をして、

そして育苗に使ってみえる打ち込み井戸も、水位が以前と比べて３メートルも下が

ったので、打ち込み井戸のやり直し工事、それらを含めると怒り心頭やと言われま

す。 

そして、それらの声を今まで苦情や被害を再三申し上げておるんやけども、ほっ

たらかしで、今日まで四日市市は水を持っていっております。まさに問題解決、ほ

ったらかしで先送りして、こうやって今、議論をしている間も送水管からどんどん

持っていっております。私は一遍ここで取水をストップするべきだと思いますし、

もう我慢の限界かと思います。 

そして先ほど訴訟の問題で言われましたが、第３回目が４月２２日に行われると

聞いております。お隣のいなべ市は、ため池の借地料をめぐって、随分長いこと裁

判を重ねられております。そして一審も二審も負けております。今回さらに上告し

て争うことも聞いております。しかし、本町の場合は官と官の問題で、最終的には

和解勧告が出て、素人考えでは、よく話し合いなさいという予想もされるんですが、

町長はそこいらの見解をどうお持ちですか、お答えいただきたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   佐藤均町長。 



○町長（佐藤 均君）   ご答弁させていただきます。 

 いなべ市の件を出されました。私どもとしては、いなべ市とは全然問題が違うと。

法律的な解釈の違いと申しますか、そんなことでございますので、和解案というよ

うなことも出されましたけど、そんなことはあり得ないと思っております。そんな

ことで、先ほど答弁させていただきましたように、上告ということも考えておると

いうことでございますので、どうぞご理解をいただきたく思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   門脇助雄議員。 

○１５番（門脇 助雄君）   次の問題に移らせていただきたいと思います。 

 公共工事の入札方法についてでございますが、各地で一連の不祥事も出ておりま

す。それは指名競争入札であるがために出た不祥事でございます。その指名競争入

札を見直して、一般競争入札に切りかえようという動きも聞きます。本町の場合、

今後談合防止について改善策は、今の方法が一番ベターだとお考えですか。そして、

この談合防止や入札制度については、もうこれでよしということはあり得ません。

改善に改善を重ねていただきたいと思います。 

 ２つ目に、業者・職員の倫理意識、３番目には最低制限価格の定着化がしておる

わけですが、メリット・デメリット等について、まずお答えいただきたいと思いま

す。 

○議長（山本 陽一郎君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   門脇議員の公共工事の入札方法等についてのご質問で

ございますが、入札に関する事務につきましては、地方自治法第１５３条第１項の

規定に基づきまして、副町長に委任しておりますので、副町長より答弁をいたしま

す。 

○議長（山本 陽一郎君）   安藤修平副町長。 

○副町長（安藤 修平君）   門脇議員の、公共工事の入札方法等につきまして

のご質問にお答えを申し上げます。 

 現在の入札方法は、議員もご承知のことでございますけども、１，０００万円以

上の工事につきましては基本的に一般競争入札で行っております。工事ごとに経営



事項審査総合評定値や地域要件を審査会において審議いたしまして、参加資格要件

を定めているところでございます。 

一般競争入札の要件に該当せず、指名競争で行う入札につきましても、それぞれ

各担当課からの指名候補業者案を審査会において審議しまして、指名業者を決定を

いたしております。 

今後の入札方法につきましては、一般競争入札範囲の拡大や、価格のみで競争さ

せるのではなく、工事成績、あるいは障がい者や高齢者の雇用状況、また、地域貢

献活動の度合いなども評価項目といたします総合評価方式、これの導入につきまし

ても検討してまいりたいと考えております。 

ただ、私どもも一度テスト的に導入をいたしました。過去にやってみたんですけ

ども、専門家による審査会等も経て決めるといいますか、そういう形になっており

ますので、非常に時間を要するという難点もございます。 

次に倫理の意識でございますけども、これに関してのご質問につきましては、職

員に対しましては、日ごろより公務員倫理意識の徹底を呼びかけるとともに、公務

員倫理研修を実施していたしているところでございます。 

建設業者につきましては、執務室への無用な出入りの規制をはじめ、予定価格の

事前公表を実施いたしております。これを実施することによりまして、担当職員と

業者との不明朗な関係というのは排除できるものと考えております。これらをやる

ことによりまして、透明性の確保ということも図っているところでございます。 

また、暴力団等排除措置要綱を制定いたしております。いなべ警察署と暴力団排

除に係る協定書を締結するなど、業者の健全育成にも取り組んでおります。 

 一般競争入札における最低制限価格は、工事の品質の確保を図る点から導入いた

しておりますが、公共事業縮小により受注機会を求められまして、入札が最低制限

価格へ集中する傾向が最近特に見受けられております。工事品質に細心の注意を払

うとともに、これからも最善の方策を研究してまいりたいと考えております。 

 今後も競争性・透明性を欠かないよう十分留意し、談合等、事件が生じないよう

に努めてまいりたいと考えております。 

今後もっと改善する方法ということで、ご質問でもございましたけども、電子入

札等も考えてまいりたいと考えております。これもなかなか簡単に実施できるとは



考えておりませんで、相互の環境が整わないと実施することは難しいのではないか

と考えておりますので、その辺も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（山本 陽一郎君）   門脇助雄議員。 

○１５番（門脇 助雄君）   談合防止ということは大変難しい問題ですが、実

は桑名市では水道関係の仕事で職員が警察に逮捕されております。 

水道部の持つ役割や特殊性、高い技術力、そして２４時間体制の当番制、これら

もろもろの問題について、随分業者の方にも無理難題を押しつけているのは事実で

ございます。しかし、その間に職員と業者の間であうんの姿勢が、あるいはもたれ

合いが、なれ合いができてしまうおそれもあります。 

そこで先般、私は、桑名市の斎藤水道事業管理者と話し合いをする中で、水道部

の特殊性、これはもう一般土木とは違って、災害、突発事故、いつ事故が発生する

かわからない、大変難しいが、今の桑名市のやっておる指名競争入札では、とても

議会承認、議員の皆さんの支持がもらえないので、桑名市の水道部も一般競争入札

を検討している、そして今やらなければならない、今やりたい仕事もたくさん抱え

ておるのですが、条件整備ができるまで先送りしているという話も聞きました。 

一般競争入札に持っていくと話されましたが、今の副町長のように、これでよし、

競争性、あるいは透明性をということは非常に難しく、冒頭に申しましたように、

これが最善の方法ということはだれも断言ができません。談合防止には改善に改善

をして進まなければならないと思います。 

副町長、もう一度お答えいただきたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   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。 

 水道事業に関する工事におきましても、１，０００万円以上のものにつきまして

は例外なく一般競争入札を適用いたしておりますし、予定価格の事前公表も行って

おります。ですからその辺で業者との云々というところといいますか、そういうこ

とは生じないのではないかと考えております。それと指名競争入札の場合でも、先

ほども答弁させていただきましたように、候補業者が担当課から上がってくるわけ



ですけども、それを審査会でいろいろと審議をいたしますので、特定の業者さんを

どうこうというところは、除外できているのではないかと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   門脇助雄議員。 

○１５番（門脇 助雄君）   もう一つ、これは四日市市で起きておる問題でご

ざいますが、環境検査ということで、排水の検査で書類を改ざんしてごまかしてい

る問題で、その事業所へ市の職員が検査に入り、不正がわかった直後に企業の幹部

と酒を飲んでおる。随分、市民感情とズレがある問題が起きております。 

 私は実は友人の息子さんで、新しい住まいを町内でお世話をさせていただきまし

たが、その方から次のような手紙をいただいております。 

 移住してしばらくたってから建設部に行きましたが、西庁舎に大勢の人が集まっ

ておるので、女子事務員に「きょうは何ですのや、こんなに大勢」と尋ねたら、土

木の入札があるということでした。そしたら、その隣にある会議室に町の○○幹部

職員と○○業者の二人がドアを開けて、その会議室へ入っていった。電灯をつけて

しばらく話し込んでいたが、終わって出てきて、それが大勢の前へ出てきて、一瞬

の出来事で、みんながあぜんとしておった。入札前に町の幹部職員と業者の一対一

の、しかも密室でこのような行為が行われておるが、東員町ではこんな行為が許さ

れるのですか、との手紙をいただいております。 

 そこの見解を副町長、お答えください。 

○議長（山本 陽一郎君）   安藤修平副町長。 

○副町長（安藤 修平君）   私もその件について承知をいたしておりませんの

で、推測でお答えをさせていただくしかないのでございますけども、業者との打ち

合わせが入札と本当に関係があったのかどうか、他のことについて、打ち合わせを

されていたのではないかと推測するわけでございますけども。入札の直前に参加業

者と入札に関する工事について打ち合わせをするということは、まず考えづらいの

ですが。もし何かご質問があれば、工事に関して質問を受け付ける期間も設けてお

りまして、それぞれ受け付けをして公表をするといいますか、回答をさせていただ

いておりますので、別の要件で打ち合わせがされたのではないかと考えております。 

○議長（山本 陽一郎君）   門脇助雄議員。 



○１５番（門脇 助雄君）   私は２月１６日、桑名建設事務所の事業担当推進

室の山田道路課長を訪問しました。山田課長は県の東京事務所におられ、北勢地方

の道路対策について、国土交通省と折衝に当たられ、平成２０年８月１３日、去年、

おととしになるのですが、東員町議会と木曽岬町の合同研修会にも講師として来て

いただきました。 

 この山田課長の手腕は本町でも高く評価されており、以前、私は県の整備部長、

今は天下って県の建設技術センターの所長、野田さんですが、陳情した時にも山田

課長によく伝えておくでなという力強いお話を、バックアップをいただきました。 

 そして県も平成１４年ごろから、国庫補助事業について随分取り組み方が違って

まいりまして、桑名大安線の、今行われている中上念仏橋のかけかえ工事、養父川

や員弁川での大規模工事ですね。さらには県道菰野東員線の通称長深南大社線の赤

坂の道路拡幅工事も、この２つの今日ある姿は、山田道路課長が東京におられる時

から、国交省の補助金をもらえるようにとやられた工事で、現在も最高責任者で桑

名におっていただきますので、感謝も申し上げてきました。 

 町長もご存じのように、命を守るコンクリート予算、命の道などで、政権交代で

若干、公共事業の削減が心配されておりましたが、私どもも心配して、あらゆる手

段を通じて東海環状線の事業推進をお願いしていたのが、一応の推進が見込まれる

予算が確保できました。 

先ほど副町長が言われましたように、本町は公共事業で予定価格の事前発表、あ

るいは指名競争入札、最低制限価格等を設けて品質の確保に努めていただいており

ます。しかし、事業推進には、陸の部分で私有地の使用や、あるいは地元協議、地

元合意に至るまでの十分な説明、これは最低必要条件であります。それらの点につ

いて、業者のモラルも問われる問題です。行政指導はどうなっておるのか、お答え

をいただきたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   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。 

 各事業につきましては、町の方は、職員でございますけども、職員の中からそれ

ぞれ監督員を任命して、その事業の監督に当たらせております。事業の監督と申し

ますと、事業本体はもちろんですけども、業者も含めての監督を担当することにな

ります。彼らがそれぞれ担当してまいるわけでございますけども、対外的なといい

ますか、地域、もしくは地権者等々の対応につきましても、基本的には設計の中で



見込んでおりますけども、それがどう動くかというのは業者になってまいります。

その辺のところも十分注意するように、業者を指導するようにということも含めて、

担当職員には常々申しております。その辺でご理解を賜りたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   門脇助雄議員。 

○１５番（門脇 助雄君）   時間の関係上、最後の問題に移らせていただきま

す。 

 平成元年、総合文化センターの落成を記念し、東員町史が発行されました。それ

をつくっていただくのに、７年に及ぶ歳月と限りない努力で、私たちの手元にいた

だきました。それを折りに触れてひもとかせていただき、読むことによって、感動

を与えてくれております。しかし、世の中の乱れ、開発等で、自分たちの身近にあ

るものが謎のままで失われようとしております。まさに今、だれかが書き残さなけ

れば、いずれ口と耳の間にこぼれ落ちていく文化財、すべての保護、活用への取り

組みをお願いして、教育長の答弁を求めたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   門脇議員の文化財の保護・調査につきまして、お

答えをいたします｡ 

長い歴史の中で生まれ、はぐくまれ、今日まで守り伝えられた貴重な財産である

文化財を次代の人々に引き継ぐために保護、保存することは、今を生きている私た

ちの務めでもあります。 

この文化財の保護につきましては、文化財保護法でその保護の対象を定めており、

その範囲は広く、有形・無形文化財から埋蔵文化財など順次追加され、近年では文

化的景観が追加され、環境や景観も文化財としてとらえられるようになりました。 

しかし、こうした観点から漏れるものであっても、郷土の歴史を語る上で重要な

文化財も存在をします。議員がご質問で述べられたような事例も、このような埋も

れた文化財の一つであるのかもしれません。 

先ほど、ご提案いただきましたように、人知れず個々の方々でお守りいただいて

いる文化財や人目に触れず埋もれている文化財を後世に引き継ぐために今、適切な

保護が必要であると私も考えております。 



そこで、まずはこれらの文化財の調査を行い、その存在を明らかにし、それに見

合った保護、活用方法を考えてまいりますので、ご理解賜りますようよろしくお願

いを申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   門脇助雄議員。 

○１５番（門脇 助雄君）   ありがとうございました。 

 私の家の近くにも大相撲の立行司、木村庄之助の墓、そして関取りの鳥羽の海の

墓もありますし、行司の持っておる軍配も、その墓を管理していただいておる方が

保存していただいております。日本の伝統文化、古めかしい日本相撲協会にも新し

い風を呼ぶ動きもあります。そして、町内にはまだまだ歴史をしのぶ財産も残って

おります。ふるきをたずねて新しきを知る。ぜひまちおこしにつなげていただきた

く、教育長の決意をもう一度お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   門脇議員のご質問にお答えをいたします。 

 私も三和校区に勤務しておりました時に、鳥羽の海の墓とか木村庄之助さんのお

墓というのを調べさせていただいたことがありました。声高に私は何々を守ってい

るという形ではなく、これを守っていただいている方は、愚直に本当に粛々とお墓

を守っていただいているなということを、その姿に心から敬意を表したいと思いま

す。 

自分たちの地域を知るということは、その地域の先人の心に触れることでもあり

ますし、自分たちの地域の歴史を知る、そこに誇りを持ったり、愛着を持ったりす

るものだと私も思っております。 

 昨年度も自治会の方から、こういう文化財があるということで調査をしてほしい

ということでご依頼がありまして、私どももさせていただきました。 

 ただ、私どもも知らないところがありますし、もしこういうものがあるというの

であれば、ぜひ情報を教えていただきたいと思いますし、その情報を私たちが文化

財調査委員会の方へ調査を依頼して、例えば看板等をつけるのであれば、そういう

ような活動に結びつけていきたいなと思っております。 



 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   門脇助雄議員。 

○１５番（門脇 助雄君）   ありがとうございました。 

 そこで、これは中国語です。多くの同僚議員が、東員町議会には中国に精通した

方がたくさんみえます。先ほど来、いろいろ約束していただきました。これは町長、

何と読んでいただけますか。まずお答えいただきたいと思います。テレビのワイド

ショーにも出たりしました。教育長は随分明るいでしょうね。読んでいただいて、

意味をお願いします。自席からで結構です。 

○議長（山本 陽一郎君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   門脇議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 朝三暮四（ちょうさんぼし）だと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   門脇助雄議員。 

○１５番（門脇 助雄君）   言われるとおりです。朝三暮四。朝決めたことが

夕方になって変わっておる。ぜひこういうことがないように。そして言葉巧みにご

まかすなというのが、正しい中国語の解釈と思います。どうかひとつ、今質問させ

ていただいた中で、いろいろ答弁していただきました。こんなことのないようにぜ

ひお願いして、私の質問を、慌てた関係上、時間を持て余して終わらせていただき

ます。 


