
○９番（山口 一成君）   昨年の１２月議会も、私はちょうど１２月８日に当

たりました。偶然かどうか知りませんが、くじ運がいいのか悪いのかわからんです

けれども、今朝の新聞を見まして、新聞の中に太平洋戦争が始まったことが、４紙

のうち３紙しか書いてありませんでした。その中で新しくアジア太平洋戦争という

言葉が出ておりました。 

 私はちょうど中学１年生で、朝のラジオの軍艦マーチで起こされ、マレーシアの

ところでイギリスの軍艦が２隻轟沈したということや、真珠湾の攻撃などの話がご

ざいました。 

 それから昨日、だれもお話がありませんでしたが、ちょうど１２月７日は東南海

地震がありまして、ちょうど６６年前になりますけれども、私は三菱の航空機の大

江工場におりまして、石切り工場の翼をつくっておりました。 

 その時の地震の揺れは、上下動も含め、横揺れも含め、大変長い時間で、大きい

地震だなという思いはあったんですけれども、工場のマイクは、工場の被害を外部

に漏らすなということでございました。後ほど聞きますと、それが東南海地震であ

ったということが後日わかってきたわけなんですけれども、そのような中で戦争を

風化させてはならないということが、皆さん方よく言われますが、安心・安全の根

本はそのようなことがあってはならんということを強調して本題に移りたいと思い

ます。 

 今日も後ろに古川前議員がみえますが、古川議員が書かれた「戦争を知らない世

代への伝言」という本がございます。これも遺族会の中で自主的につくられた本だ

と思いますけれども、戦争で亡くなられた方、そういうようなことを含め、今日の

本題に入っていきたいと思います。 

 幼児教育についてを、総務部長と教育長にお尋ねいたします。 

 町内の保幼の園に勤務されてみえる職員の中で、期限つき講師、臨時職員の先生

が大変多いわけでございますが、それぞれ条件は違うと思います。が、その先生方

は大抵即戦力が期待されております。希望があれば正規職員にならないかというこ

とを最初にお尋ねいたします。 

 次に２点目ですが、受検資格年齢についてでございますが、東員町の年齢は、一

般職も含め、保幼も含めてですが、２５歳になっております。近隣市町から比較す

ると大変低いわけでございます。近隣市町村並みにならないかということが第２点

でございます。 

 次に３点目でございますが、保育・幼児教育に失敗したら一番困るわけです。そ

のことは義務教育に入る段階で、小中の連携も含め、町内の教育が砕けてしまいま

す。現在はそのような教育が東員町でなされておるわけではありません。いかにも

全国にもすばらしい東員町の保幼小中の教育は実践されております。それは実証済

みでございます。教育長に、このことについてはお伺いしたいと思います。 



 以上、１番目の質問を終わらせていただきますので、総務部長と教育長にご答弁

をお願いしたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（山本 陽一郎君）   日置総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   山口議員から私への２点のご質問にお答えをい

たします。 

 まず１点目の、臨時職員を正規採用職員に、とのご質問につきましては、確かに

本町の保育園・幼稚園では多くの臨時職員の方に勤務をいただいております。正規

職員で対応させていただくことが理想ではございますけども、ご承知のとおり、保

育園は福祉施設でございまして、それぞれのご家庭の状況により、保育に欠けるご

家庭の児童に入園をいただいていることから、入園児童数の推定が難しく、年度途

中においても児童数が増減をいたします。 

 また、少子化の影響によりまして児童数が減少しておりますことから、一部臨時

職員で対応いただく構成とする職員の定員管理を実施させていただいているところ

でございます。 

 しかしながら、職員の新規採用時には職員の退職状況、入園時の見込み児童数及

び定員管理を十分考慮した上で、採用人数を決定させていただいています。 

 また、臨時職員の待遇・勤務条件等につきましては、勤務しやすい環境を整える

観点からも定期的に見直しを行ってまいりますけども、臨時職員を正規職員に採用

することは、現在考えていません。 

 次に受験資格年齢の引き上げにつきましては、本町の受験資格年齢は２６歳未満

と規定しておりまして、近隣の市町と比較しますと少し低いところでございますけ

ども、毎年多くの方に受験をいただいています。 

 本年の採用試験は、１４名の方に受験をいただきました。１４名の内訳でござい

ますけども、新規卒業見込み者が６名、本町で臨時職員として勤務いただいている

方が６名、既に卒業され、ほかで勤務をされている方が２名という状況でございま

した。 

 ご指摘の、受験資格年齢を引き上げることは、雇用機会の拡大につながるものと

理解はいたしますけども、年齢を緩和いたしますと、新規卒業者の雇用機会を制限

することにもなりかねません。 

 今から２０年ほど前のバブル期の、景気がよく、働くところが多くある場合でし

たらいいのでございますけども、現在のような就職氷河期では、新卒者の就職が非

常に困難な状況というのも考慮いたしまして、若年層の雇用機会の確保の観点から

も、年齢要件を２６歳未満とさせていただいています。 

 よろしくご理解賜りますようお願いをいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   岡野教育長。 



○教育長（岡野 譲治君）   山口議員の幼児教育の充実についてのご質問にお

答えをいたします。 

 幼児教育は義務教育につなげる基本であるというご指摘をいただきましたが、私

もそのとおりだと考えています。 

 まず、平成２０年４月に施行されました改正学校教育法におきまして、幼稚園に

ついては、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしてと、目的の中で明確

にされておりますように、幼児期は生涯にわたる人間形成の基礎が養われる、極め

て重要な時期であるということは言うまでもございません。 

 東員町におきましては、ご承知のとおり義務教育へのスムーズな移行ができるよ

う、３歳以上児で幼保合同の保育・教育を行っておりまして、幼保小の連携を含め

まして、その充実に現在努めているところでございます。 

 保育・教育の内容面につきましては、現行の幼稚園教育要領及び保育所保育指針

に基づいた保育・教育課程を作成し、各年齢ごとのカリキュラムに沿いながら、月

案、週案、日案を綿密に立てて、園児一人一人の状況を踏まえた実践を行っており

ます。 

 また、義務教育への準備といたしまして、５歳児の保護者に対しまして、「小学

校入学までにつけたい力」と題しまして、学びの基礎づくりや基本的生活習慣の確

立といった大きなくくりの中で、具体的につけたい力を分かりやすく示したパンフ

レットを配布をさせていただき、園と家庭が協力して取り組みを進めているところ

でございます。 

 一方、幼児教育の充実には、やはり人的環境が欠かせないものであります。保育

者の保育者としての力量を高めることが重要であることは、言うまでもないことで

ございます。そう言った意味で、各園では園内外の研修にも力を入れておるところ

でございます。 

 しかしながら、改善すべき人的環境の１つとして、クラス数に対して正規職員の

数が少なく、期限つきの臨時職員に頼らざるを得ないところがあります。もちろん、

クラス数は毎年大きく変動しますし、育児休業中の職員もおり、すべてを正規職員

で対応することは不可能でありますので、臨時職員を含め、職員配置をバランスよ

く行うことで、園運営が円滑に行われるように対応をしているところでございます。 

 また、今後の職員の新規採用につきましては、少しでも正規職員の割合が高くな

るよう、総務部と協議をしながら進めてまいりたいと考えておりますので、よろし

くご理解賜りますようにお願いをいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   山口議員。 

○９番（山口 一成君）   大変よくわかるご答弁であったと思います。 

 私が言いたいことは、２６歳という年齢制限でございますが、今の若い人たちの

ニーズは大変変わっております。一たん就職して、またこの場所が自分の職には合



わないというような観点で、かわられる方が大変多ございます。そういうようなこ

とも含めてですが、もちろん、結婚とか育児とか、そういうようなこともあってで

あろうと思いますけれども、近隣の市町から見ますと、大変低いということであり

ますので、その点を十分ご勘案願いたいと思います。 

 ちなみに四日市市は２９歳であります。桑名市は３５歳です。いなべ市は３５歳

です。菰野町は２７歳でございます。そういう年齢を考えるときに、まだまだ東員

町は低いのではないかということで、ご質問したわけでございますが、採用時の面

接についてでございますけれども、昔は実技も入っておったんですけれども、この

ごろは実技が入っていないということでございますが、なぜ実技を入れないかとい

うことについて、再度、総務部長か教育長にお尋ねしたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（山本 陽一郎君）   総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   お答えをいたします。 

 議員先ほどご指摘されました面接について、なぜ実技を入れてないのかというご

指摘でございますけども、事実、昨年までは実技はとり入れていなかったんですけ

ども、実技というのが適当かどうかわかりませんけども、平成２４年度採用の面接

時に、新たに集団ゲームといいますか、４グループに分けまして、その４グループ

の皆さんにゲームといいますか、例えばパズルですとか、鉛筆を削る作業をグルー

プでしていただいて、その中で自然とリーダーシップを発揮する人間とか、そうい

ったところを私たち町長以下、面接官が状況を見ておりまして、そのゲームを通し

て第２次面接、いわゆる個人面接の参考にするというような手法も取り入れて、今

年度初めて採用いたしましたので、この成果を見て、また来年以降、こういったゲ

ームを取り入れるかどうかも検討して、よりよい人材を採用したいというふうに考

えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   山口議員。 

○９番（山口 一成君）   実技というのは、普通今までは大抵、童謡みたいな

ピアノを弾いておったわけですね。このごろは実技の中にピアノがないんです。当

たり前であろうというふうなご判断があるかもわかりませんが期付けの先生や正規

の職員で、まだ私はピアノをよう弾かんというような方が、実際採用された中にも

おみえなんです。ですからピアノが弾けないような人を、僕は採用しておってはあ

かんのではないかというように思いますので、再度ご答弁をお願いしたいと思いま

す。 

○議長（山本 陽一郎君）   教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをいたします。 

 ピアノを弾けないというレベルがどのようなレベルか、よくピアノを弾かれない

方は、本当は弾けるんですけども、プロみたいな上手な形で私ピアノ弾けませんわ



と遠慮をされる方もみえますけれども、基本的に大学の課程の中でピアノをすると

いうことは当然ありますので、それを卒業されて、なおかつ基本的なペーパーテス

ト等を受けられましたので、全く弾けないという方が入るということはないと私は

思っておりますけれども、今後採用の中で、そういうこともチェックして、また考

えていきたいなとは思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   山口議員。 

○９番（山口 一成君）   今の質問については、各園の園長に私が質問し、そ

のような答弁をいただいておりますので、質問をさせていただいたわけでございま

す。 

 次に、特に神田の保幼の点でございますけれども、来年度予定者が２５４名とい

うふうに聞いております。その中で特別支援が必要な子どもが７名おるというふう

に聞いておるわけなんです。そういうようなこともありますので、特に園庭のこと

であるとか、そのほか、教室が例えば稲部の小学校みたいに３教室増築であるとい

うようなことがあるわけでございますけれども、神田のことについて、やはり考え

てみえるかどうかということを、再度お聞きしたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   山口議員のご質問にお答えをいたします。 

 神田小学校の特別支援教育対象のお子さんが何名かいるというのは、きちんと把

握しておりまして、就学指導等も含めながら担当者が園へ行きまして、そのお子さ

んの状況等をすべて把握しております。 

 私どもも幼保だけではなく、東員町じゅうの幼稚園・保育園、それから小学校・

中学校の特別支援対象のお子さんの調査をずっと進めております。そして、そのこ

とで昨日も答弁をさせていただきましたけれども、専門的な特別支援教育を指導で

きるアドバイザー的なものをつくっていかなければならない、これは何年も前から

私ども考えておりましたけれども、そういう結論に達しまして、それらの学園に来

年度職員を派遣し、再来年度から発達支援室的なものを東員町の中に設置し、特別

支援対象のお子さんのきちんとした発達支援等を行ってまいりたいと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   山口議員。 

○９番（山口 一成君）   個々の園の状況を聞き、また、部長や教育長の答弁

を聞きますと、なるほどなというところがあると思いますけれども、東員町の特に

保育、それから義務教育、その点については、全国でも珍しいぐらい立派に生活習

慣をつけてみえるということを、私は自信を持って言えるのではないかと思います。 

 けれども例えば近隣の方々が東員町の園をのぞかれたときには、「ああ、東員町

へ来たいわ、どのようにしたら東員町の園に入れるんだろうか」と、こういうよう



な言葉も聞いております。それぐらいでございますので、今後ともその点は十分、

今まで以上に保幼の生活習慣をしっかりつけていただき、それはもちろん、環境問

題が控えておりますけれども、環境面についても、いなべの保幼は３教室できると

いうことでございますが、いなべの職員室を、今度新しくできた３教室のほうへ移

動できないかということを最後に質問したいと思いますが、教育長いかがですか。 

○議長（山本 陽一郎君）   教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   もう一度言ってください。 

○議長（山本 陽一郎君）   山口議員。 

○９番（山口 一成君）   いなべの保幼の職員室は真ん中にあるわけですね。

一番角っこにあるんじゃなしに、園舎の真ん中にあるので、園庭で遊んでおる子ど

もの姿が見えない。それから不審者が来ても、私たちの目が届かないという苦情を

聞いておりますので、これは私たちの責任であろうと思います。設計段階でそのよ

うな設計を私たちが認めたことについては、私たちも十分責任を持っておりますけ

れども、園庭の南側に３教室をつくるのであれば、職員室を何とか南側に持ってい

くことが考えられないかということを質問しておるわけでございます。 

 以上です。 

○議長（山本 陽一郎君）   教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   具体的に見させていただきまして、そしてどうし

ても移動しなければならないかというのは、私自身も検討させていただきたいなと

思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   山口議員。 

○９番（山口 一成君）   どうも失礼しました。 

 今、東員町の保育園・幼稚園の幼児教育については、すばらしいものがあるとい

うふうに私は自負しておりますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

 １点目の質問はこれで終わります。 

 ２点目に入ります。 

 ２点目は先日、稲部小学校で１週間か１０日間か、期限を区切って、だれでも来

てください、父母だけではなしに、一般の方でも来ていただいて結構ですよという

授業公開がございました。私は９日の４年生の授業に参加し、子どもの横で、じっ

と子どもの姿を見、全体も見回してきました。もちろん県の指導主事も、よその町

の指導主事の方もおみえでございました。 

 その中でわずか新任２年目の先生が、すばらしい授業をされました。そのことは

稲部小学校の教師集団のあり方がすごい力量を持ってみえる、そういう指導をされ

てみえるんだなということを、三重県下に知らしめたと私は思っております。 



 稲部だけではなしに、あとの５園についても、また中学校２校についてもそのよ

うな状況であろうと私は思っておりますので、そのことを教育長にお尋ねしたいと

思います。 

 ２点目でございますが、大阪府の教育基本条例案というのが出ております。週刊

誌でも新聞でもテレビの報道でも、橋下市長の名が出ておりますけれども、大阪府

の教育基本条例案をたたき台にしてみたときに、東員町と雲泥の差があるというこ

とを知りましたので、大阪府の教育基本条例案を含め、関連でございますけれども、

１と見比べてみてどのようなお考えをお持ちかということを、教育長にお尋ねした

いと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   山口議員の稲部小学校の授業研究公開週間の取り

組みと大阪府教育基本条例案についてのご質問にお答えをいたします。 

 まずは、稲部小学校の公開授業をご参観いただきまして、まことにありがとうご

ざいます。私も参観をさせていただきましたし、県下で８０何名の先生方が来てい

ただいたと聞いております。 

 さて、東員町の教育の取り組みについてでございますが、東員町教育基本方針で

は、児童生徒の「生きる力」を育むための重点実践事項として、「活用力・対話力

の向上」や「かかわる力の育成」を掲げております。 

 これらのことを踏まえまして、すべての小中学校で授業規律・グループ学習のあ

り方について研修を行い、教師の指導力の向上や、授業改善につなげる取り組みを

行っているところでございます。 

 その取り組みを効果的に進めるためには、やはり山口議員がご指摘される「教師

集団のあり方」が大変重要になってまいります。現在もそうでありますように、子

どもたちに「つけたい力」を明らかにし、教師集団が同じ方向で取り組むことが大

変重要だと思っております。そのために、教師一人一人が持ち味を発揮するととも

に、互いに切磋琢磨をし、補完しながら、組織として高まっていくことが重要であ

ると考えております。 

 次に、「大阪府教育基本条例案」についてでございますが、本条例案は９月に府

議会に提出され、現在継続審議中になっております。そして、この条例案に対しま

しては、賛否を含め、さまざまなご意見があることは承知をしております。 

 さて、先月末には大阪府知事選及び大阪市長選が同日に行われ、本条例案と大阪

都構想を掲げる新首長が選出をされました。これは、大阪府民や大阪市民の民意が

示されたものととらえる必要があると考えますし、このことを受けて、今後どのよ

うな経過をたどり、どのような結果になっていくかについて、私も注視をしてまい

りたいと思っております。 



 いずれにいたしましても、前半にお話しいたしましたように、東員町は東員町と

して、これまで積み上げてきたことを大事にしながら、公教育の使命を果たすべく、

東員町の教育の継承・発展に努めてまいり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いたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   山口議員。 

○９番（山口 一成君）   大阪府の案については詳しく触れられませんでした

けれども、特にいなべの保幼の中で、これはいなべの保幼のたよりから引っ張り出

したのでございますけれども（山口議員 資料を示す）、「保護者の方が朝早くか

ら参加いただき、ありがとうございました。本年度は稲部小学校の先生、東員中学

校の先生、町教育研究会の笹尾の先生、３名お世話をいただき、生活基本習慣の大

切さをギュッと凝縮して話をしていただきました。その中で、家庭で心がけるだけ

でないということを、ほかの年齢の保護者の方にもお知らせすることができました」

というふうに、保育園のたよりには書いてあります。 

 稲部のたよりには、研修委員の先生がいなべの保幼へ来られて話をされたという

ことが、るる書いてあります。長い時間がかかりますので読みませんけれども、こ

ういう保幼のつながりがあるということが、一番生活基本を大切にする東員町の教

育の基本でありますので、そのことが学力につながり、または生活の態度につなが

り、今後の東員町を、それこそ町長の言葉やないですけれども、東員町の宝でござ

いますので、その点については大変よかったというふうに思います。 

 大阪府の条例についてでございますけれども、特に私は八幡から大阪のほうへ嫁

いでおります私の教え子、教師をしておるわけですが、その子に大阪府の基本条例

案、どのように見たらいいんやろうかということを電話で質問しました。そしたら

返ってきたことが、「インターネットに出ておりますから、それを先生引っ張りな

さい」と、こういうふうに忠告されました。それで調べましたら、案の定出ており

ました。そしたら１５ページにわたって出ておったわけでございます。 

 教育基本法は１回変えられておりますけれども、戦後１９４７年だと思いますけ

ども、教育基本法ができました。その中では、教育は不当な支配に服することなく

という規定で始まり、教育への政治・行政権力の不当な介入を禁じておるわけでご

ざいますが、その後、改定がございました。けれどもこの言葉は削除されませんで

した。今回の大阪のことで考えますと、民意でこのように市長になられたというこ

とでございますけれども、この言葉の中には、皆さんにお示しすることができませ

んけれども、１５ページにわたって、中身がしっかりと書かれております。 

 その中で私が特に疑問と感ずるところがあります。それは６項目ほどあるわけで

ございますが、特に第２条の教育理念のところのことについて、ひとつお話しした

いと思います。 



 教育理念に６つの項目がありますが、すべて終わりに人材を育てると、徹底した

教育と服従が言葉の中に羅列されております。指示に従わない教師、職員はやめて

もらうという、何か戦時中のヒットラーやムッソリーニのような独裁的手法が並ん

でおります。私はそれには危機を感じました。 

 それから別表１・２というのがございますが、その別表１には、７３項目の処分

が書いてあります。別表２には、６項目の処分が書いてあります。 

 このようなことを考えてみたとき、いかにこの基本条例が、東員町と見比べると

本当に雲泥の差があるというふうに私は思っております。 

 教育長も読まれたと思いますので、再度そのことについて所見を伺いたいと思い

ます。 

○議長（山本 陽一郎君）   教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをいたします。 

 先ほどもお答えをさせていただきましたけれども、大阪府の教育基本条例案は、

提案推進の市長が選出をされました。それは大阪府のある面、民意が反映されてい

たと私は思っております。 

 ですから東員町議会の場で、教育長として、条例案に対してどうこう言うという

のが妥当かどうかというのは私は少し疑問に思っております。 

 ですから今からお答えさせていただくのは、私は東員町の教育長として、東員町

の教育をどう進めたいかということで、お話をさせていただきたいと思います。 

 東員町の教育理念は、これは先生方に毎回言っておりますけれども、東員町の教

育・保育を受けた子どもたちをだれ一人とも落ちこぼさない、そういう決意をもっ

て先生方は頑張ってくださいとお話をしております。そしてその教育の方法は、学

力や生活力の二極化を防ぎ、学びから逃げない子どもたちをどうぞ育成してくださ

いと、お話をしております。 

 そしてその教育の方法は、先ほど山口議員が町教育研究の会と言いましたけれど

も、東員町教育研究の会を中心に、教育委員会、学校現場が一体となって、そして

保幼小中の連携を強化しながら、組織として学校が動くように、園が動くように、

頑張って園・学校をつくってください、そして目的を達してくださいというふうな

ことを言っております。 

 このことは格差をつくり、エリート教育を進めることとは全く違うと思っており

ます。それぞれの可能性や能力を信じながら、一人一人の子どもたちの発達を促す

教育を、東員町では、それぞれの先生方が進めていっていただいていると私は思っ

ております。また、そういうことを目指して今後も頑張りたいと思います。 

 ただもちろん、理念が完全に実現されてすばらしいか、まだまだ東員町、課題が

いっぱいあるんです。私どもも学校も教員も教育委員会も、保護者の方からいろん

なご指摘をいただいたり、ご批判をいただいているところがあります。そういうの



を日々改善しながら、東員町の教育を再度進めていきたいと思いますし、いじめ問

題や学力の格差や、先ほど不登校や虐待等と言われましたけれども、そういうのも

教育委員会が本当に課題に真っ正面に向かって頑張って今後もいきたいなと思って

おりますので、ぜひ皆さんのご協力をもって、東員町の子どもたちを、よりすばら

しい子どもたちに育て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）   山口議員。 

○９番（山口 一成君）   義務教育につなげる保幼のこと、大阪府との違い、

そういうようなところを、よく教育長と共通認識を私は持つことができましたので、

この点はこれで終わりたいと思います。 

 その中で、稲部小学校で県の指導主事が、稲部のことを県下のあるたよりに出し

てもよろしいかという話がありました。そのことについて、教頭でございますけれ

ども、教頭はそれを良としたというような話がございました。東員町には、このよ

うに町からお金を出していただきまして、「たくましい子を目指す東員の教育」と

いう本を東員町教育研究の会から出していただきました。もしもそういう要望があ

りましたら、そのような予算をつけていただけるかどうかということを、最後にお

尋ねしたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   それぞれの学校には、それぞれの特色があるとい

う形で、学校の先生たちが頑張っていただく予算等も配付をしております。パンフ

等、本まではいきませんけども、学校がどうしてもつくらなければならないものが

あれば、その予算を活用しながら、ぜひやっていただ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）   山口議員。 

○９番（山口 一成君）   次に３点目に移りたいと思います。 

 町長の、特に教育に対する熱の入れ方は、福祉、特に障がいを持ってみえる方々、

それへの尽力はずっと前から私は存じておりますし、先ほど鷲田議員にも話があり

ましたが、子どもの就労の問題についても、パン工房や何らかのことについて、既

に機械などを町長のお力で搬入を願っておるというようなことを聞いております。

そういうことでありますので、そのことを前段に申し上げまして、質問に入ってい

きたいと思います。 

 ３点目は、町の職員の職の設置に関する規則の一部を改正されました。その時に

室長を置かれました。そのことについて、お尋ねしたいと思います。 

 室長を置かれたことについては、９月議会で一般質問をすることが私たちはでき

ませんでした。なぜならば、９月１日付の人事異動であったわけであります。です

から質問できなかったんですが、私は一番に唐突に設置されたことについてと、こ



う質問を書きました。それからつくられました規則の中の、第７条の分掌事務につ

いてでございますが、そのことについて町長から答弁を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。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   山口議員の、町職員の職の設置に関する規則の一部

を改正し、室長を置いたことにつきましてのご質問に、お答えを申し上げたいと思

います。 

 まず唐突にということでございましたが、実はこの９月１日というのは、社会福

祉協議会に派遣をいたしておりました職員が９月１日付で戻ってまいりました。そ

の時の異動の時に一緒に行ったということで、ご理解をいただきたいと思いますが、

町政戦略室長を置いたというのは、私が町長に就任をいたしました時に、この議会

でもご質問をたくさんいただいておりますけれども、マニフェストに掲げた政策を

着実に進めていきたいということで、これは今までと違った過程が必要になってく

る。どうしても各部・各課にまたがった案件がたくさんございまして、横断的なま

とめ役が要るというふうに、私就任以来ずっと思っておりました。ですからこの９

月１日の機会に、こういう形にしたわけでございますが、個別の案件につきまして

は、主管する担当課がまとめることになっておりますけれども、長期的な政策案件

といたしまして、特別に任命いたしました町政戦略室長を中心にまとめてまいりた

いと思っております。 

 また、室長には渉外担当もお願いをいたしておりまして、例えば県との交渉、あ

るいはいろんな案件につきまして、専門家の先生も、いろいろお願いをいたしてお

りますし、またご相談も申し上げておりますが、そうした専門の先生とのつなぎ、

そして交渉なども行っていただいておりますし、また最近は、具体的に申しますと、

大阪大学の先生との協議もしておりまして、そのつなぎ役もしていただいておると

いうことで、こういった日常業務ではなかなかできない、渉外的な役目もしていた

だいております。 

 したがいまして分掌事務につきましては、渉外、室長、そして特命事項というふ

うに考えておりますので、よろしくご理解を賜りたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   山口議員。 

○９番（山口 一成君）   唐突と私は書いたんですが、唐突というのは、そう

ではなかったというふうに今ご答弁がございましたが、８月２８日に幹部会が開か

れております。その時に室長設置の話がなかったというふうに聞いておりますが、

それはお認めになりますか、町長。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   ちょっと記憶にないのですが、その時に話がなかっ

たということはないと今考えておりますが、ちょっと定かではございません。 



○議長（山本 陽一郎君）   山口議員。 

○９番（山口 一成君）   その幹部会というのは局長以上やと思いますけれど

も、私はなかったというふうに聞いております。 

 ２９日と３０日と２日間あるわけですから、もちろん、頭には先ほど言われまし

たようなことがあったと思いますけれども、唐突であったというふうに私は思って

おります。 

 新旧対照表を見せていただきました。それから見ると、上司は総務部長と私は思

うんですけれども、どうも上司は町長みたいに、今の答弁を聞いておりますと見え

るんですが、そこのところはいかがですか。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   組織的には総務部の中に入っております。 

 ただ、私の政策を進めていくのに非常に重要な位置でございますので、私に非常

に近い場所で仕事をしていただいているというのが現実でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   山口議員。 

○９番（山口 一成君）   よく言う、秘書であれば規則はつくらなくてもよか

ったと思いますし、規則上からいくと、私は総務部長というふうに思うんですが、

総務部長の新旧対照表から見ると、旧の中にあったことが、そのまま新しい規則の

中にそれが移っていっておるわけですね。移っておるけれども、総務部の分化及び

係の設置から見ると、総務部長というふうに私は解釈しておるわけです。ですから

今の町長答弁は総務部長でいいと私は思いますけれども。 

 時間がありませんので、省略して、次にいきますけれども、地公法の３２条、上

司は総務部長ということになりましたけれども、第７条の項目を私が調べてみたと

きには、ずっとその後の９月、１０月、１１月、今議会まで見ますと、この人事は

内外ともに、私たちも含めてですが、何か理不尽なところがあるのかなというふう

に私は思うわけです。室長も我慢しておられるのではないかというふうに私は思っ

ておりますので、そこの点はいかがなものかというふうに、再度答弁をお願いいた

します。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   我慢しているのかどうかは、本人に聞いてもらわな

いとわかりませんけれども、後から答弁させますけども、私としましては、先ほど

も言いましたように特命事項がございますので、ぜひともこの仕事を全うしていた

だきたいという期待を持って任命をいたしたつもりでございます。残余は室長から

お聞きいただきたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   近藤町政戦略室長。 

○町政戦略室長（近藤 行弘君）   すみません。それではお答えいたします。 



 ９月に人事異動ということで、実は内示は８月２５日でしたか、その時点では出

ておりまして、幹部職員の方々も知ってみえると私は理解してございます。 

 その中で、これまた家庭の話なんですけども、９月から生き生きとしてお父さん、

出ていくようになったねと言われるようになりましたので、そんな理不尽とか、我

慢しているということはありません。ものすごく重い重責をいただきました。その

ことについては当下一念の心で一瞬一瞬しっかりと頑張ってやっていきますので、

今後ともよろしくご協力をお願いいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   山口議員。 

○９番（山口 一成君）   三重県の鈴木知事の人事のことに関しては、特に自

分の周りに置く人は、できるだけ私と考えが反対の人を周りに置いておくといいと

いうことを鈴木知事は申されております。その点からいって、それがいい、悪いと

言うわけではないですけれども、町長としては、全職員をまとめていくトップでご

ざいますので、特に気づいた点があったら幹部会に話をし、話せるような雰囲気を

つくっていただく。それからまた、そういうようなことが町長まで伝わっていくと、

そういうような風通しのよい役場に育てていっていただきたいなということを希望

して私の発言は終わります。町長の答弁はよろしいです。 

 以上でございます。 

 どうもすみませんでした。 

 


