
○１番（近藤 治隆君）   １番議席、近藤治隆でございます。 

 まず最初に、６月の一般質問でも提言させていただきました、柔道着の導入を早

速今回の補正予算に上げていただきましたことを感謝申し上げます。また、ご尽力

いただいた方にもお礼申し上げます。 

 先日、インターネットのニュースを見ていましたら、１０代の方と今の受給され

ている方の年金格差が１億円になったという報道がありました。生涯年収が平均３

億円弱と言われる日本で年金格差が１億円と、これは大きな問題だと私は感じてい

ます。 

 地方のほうでどうできるかというのは、これからいろいろと私のほうも発言して

いきますが、今の政治というのは、あれもやる、これもやる、何でもやると、何で

もできない時代になってきているんですね。これはやるけれどもあれはできません

と、はっきり言える政治家が増えてくれば、この日本というのはしっかりと変わっ

ていけると、今の経済状況も立ち直せるのではないかと私は思っています。 

 また、景気の不透明さでも、子どもをつくることで、景気も一つの打開策になっ

ていくのではないかと思い、私は町の政策も将来を担う子どもたちを優先した政策

を打ち出して、地方から日本を変えていくべきだと思っています。 

 では、今回の一般質問に入らせていただきます。 

 今回の一般質問は、大きく２つの質問をさせていただきます。 

 １つ目は財政について、そしてもう１つが情報モラル教育についてです。 

 まず１つ目の財政についてですが、町長のほうにお聞きしたいと思います。 

 今回、国も地方も大きな借金を、東員町も含めてですけども、抱えていることは、

もはや多くの人たちが知っています。そこで町民の方に正しく理解していただくた

めに、現在の東員町の財政状況を町長の答弁で話していただけないでしょうか、お

願いします。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   近藤治隆議員の財政についてのご質問にお答えをさ

せていただきます。 

 この議会で平成２３年度の決算認定をお願いをいたしておりますが、実質の繰り

越しは、ほぼ平均並みとなっております。 

 しかし、平成２３年度の決算では、財政指標のうち、経常収支比率は３．１％増

の８４．０％、３年平均の財政力指数は、０．０２９下がって０．７６１となって

おりまして、財政状況といたしましては厳しい状況にあると認識をいたしておりま

す。 

 また、地方の借金に当たります町債の平成２３年度末の未償還現在高は、５３億

２３３万８，０００円でございまして、住民基本台帳人口で除した、住民１人当た



りの現在高は２０万９，２００円で、昨年度と比較いたしまして８４７円増えてお

ります。 

 将来的にも、今後ますます厳しい財政運営が強いられると予想されておりまして、

特にこれから、本町だけではないのですが、高齢化が進行いたしていきますので、

税金の使われ方が本当に正しいのか、あるいは財政の経過を含めて、皆様が判断で

きる資料を十分に町民の皆様にお届けをできているのかということが、町民の皆様

にご判断をいただく非常に重要なことだと考えております。 

 私が初めてかかわらさせていただきました本年度、すなわち平成２４年度予算で

は、広報紙だけでは不十分と考えましたので、皆様にわかりやすく解説をさせてい

ただいた「やくばのしごと」というものも発行をさせていただきました。 

 また、各種団体への補助金のあり方も見直す必要があると判断し、現在、第３次

の行財政検討委員会において、真剣にご議論をいただいております。 

 爆発的な人口増や企業進出が望めない以上、本町の財政状況は厳しくなると認識

をしておりまして、高齢者などの福祉分野を初め、施策の緊急度、重要度を見きわ

めて、優先順位をつけて政策の実現に取り組むべく、各部局の課題と今後の政策の

方向性を整理するため、庁内で検討を始めております。 

 議員ご指摘のように、限られた財源の中でございますので、投資する効果の高い

事業、今後の東員町のためにどうしても必要である事業は何かということを十分見

きわめまして、政策実現に取り組みたいと考えておりますので、議員の皆様のご理

解、そしてご指導もよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   １番、近藤治隆議員。 

○１番（近藤 治隆君）   ご答弁ありがとうございます。 

 「やくばのしごと」という本ですかね、あれはちょっとわかりやすいかなと思う

んですけども、東員町のホームページは非常にわかりにくいかなと思っています。 

 それはさておいて、８月、先月、消費税法案が可決されましたね。３年後には１

０％になる可能性が高くなってきましたが、消費税が上がった場合に、多分、大体

景気は悪くなるのかなと思っています。東員町の税収も減る可能性があります。そ

れは除いたとして、東員町が消費税を払う側でもあって、もらう側でもあると思う

んですけども、それの試算額というのはどれぐらいになるのかなというのを教えて

いただきたいなと思います。 

○議長（南部 武司君）   日置総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   お答えをいたします。 

 消費税増税法案が可決されたということで、その影響が町財政、それから国民の

皆さんの生活に影響するということは明らかだと思います。 

 試算ということでございますけども、一般会計、東員町の財政だけで考えまして、

平成２３年度の決算を参考に試算をいたしますと、消費税の支払いの生ずる支出が



１９億３，０００万円でございますので、そのうちの消費税は９，２００万円とい

うことでございます。 

 この消費税が税率８％になるということで試算をいたしますと、１億４，７００

万円の消費税の支出になるというふうに試算をしております。 

 また、次の段階であります１０％になりますと、１億８，４００万円の消費税の

支払いが生じるというふうに計算をいたしております。 

 それともう一方、地方消費税交付金ということで、全国の消費税の総支払いに対

する交付金が東員町に入ってまいりますので、その分については、また逆に増額に

なるということで試算をしております。 

○議長（南部 武司君）   近藤治隆議員。 

○１番（近藤 治隆君）   答弁ありがとうございます。 

 トータルで言うとプラスですかね。トータルで考えると東員町としてはプラスに

なるのですか、マイナスになっているのですか。そこをお願いします。 

○議長（南部 武司君）   日置総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   お答えをいたします。 

 先ほどの支払いと交付税交付金の２つを試算ということで、その２つの試算で計

算をすればプラスということでございますけども、それに今度は皆様の所得税とか

住民税、それぞれ影響してきますので、あくまでも今の支出と交付税の交付金だけ

に限った話というふうに理解をしていただきたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   近藤治隆議員。 

○１番（近藤 治隆君）   すみません、ありがとうございます。 

 プラスになる、いろいろな要素が絡んでくるので、最終的にマイナスになる可能

性も考えられるということでしょうかね。 

 今回の一般質問に当たって、私も過去１０年間の決算書を借りまして格闘してき

ましたけども、そこからわかったことを言っていきます。 

 皆さんもご存じだと思うんですけども、グラフにつくってみるとわかりやすかっ

たんですけども、今、個人の町民税の増減と町税の増減というのは、ほぼ比例して

いるかなと。ということは、個人の町民税が主体となって財政が動いているのでは

ないかなと、私はグラフから見たんですけども。そう考えると、ほかに企業とかは

どうなのかなといろいろ調べましたら、正直、企業からの税金というのは余り変わ

っていませんね。この１０年間変動がちょっとあるんですけども、最終的に１０年

前と今と見ると、ちょっと少なくなっているぐらいで、余り変わっていないかなと。 

 それに対して固定資産税に関しては逆に増えているぐらいなんですね。というこ

とは、今の経済状況が、もろに東員町にあらわれているのかなと思うんですけども。 

 東員町の財政はよくないと、常日頃私も言ってまして、結局、生産人口の減少が

主な要因なのかなと。先ほどの答弁にもありましたけども、そう私も考えてます。 



 確かに他市町から考えたら、財政力指数は町で考えたら、ちょっと高目ですし、

現在の東員町はそれほど悪くないと言えるのかもしれません。周りの方に聞いても、

東員町は財政がいいやろうと、結構安易に思ってらっしゃる方もいらっしゃいます

ので、こうであるけれども明確にしておきたいなと思います。 

 しかしこの問題は、この先１０年、すごい激変する可能性が秘めているのかなと

私は思ってまして、東員町のホームページにもありましたが、第２章、東員町の現

状、１の１というのを見ると、人口推移のグラフ化がされています。そこをパッと

見ると、人口がちょっとしか減ってないんですね。計算すると約１％しか減ってま

せん。でもびっくりすることに、生産人口の減少は約９．１％ぐらいあって、人口

がそんなに減ってないから大丈夫やと思いきや、生産人口が１０％近く減っている

ことが、この東員町の税収を圧迫していることなのかなと。 

 先ほどの伊藤議員の質問でもありましたけども、定住促進とか、いろいろな政策

を打ち出されていると。そういうものはいいことだなと思うんですけども、ここで

町長にお聞きしたいんですけども、そのほかにまたお考えがあれば、教えていただ

けないかなと思うんですけども、よろしくお願いします。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   やはり私も東員町の財政はいいのではないかという

ようなお話をいただきます。 

 ただ、これは世界中かもわかりませんけど、抱える問題として、人口の高齢化と

いうことですね、これが大きく響いてきます。これから特に東員町は、今たしか１

年に率でいくと１．５％ぐらいずつ高齢化が進んでます。あと多分２～３年すると、

これが２％ずつになるんですね。確かに１０数年前は三重県で一番若い町でありま

した。しかし、今やどんどん高齢化をしていくという町で、これに対応をしていか

んならんということがございます。 

 一方、今ご指摘のように、若者定住促進の条例に関しましては、今、伊藤議員に

もお答えをさせていただいたように、検討をさせております。分析もさせておりま

す。それもそうなんですが、もっと実際に若い人が東員町へ入ってきていただける

ような、そんな制度はないんだろうかということもあわせて、あるいはどっちかと

言うと、こちらのほうに比重を置いて、今検討をしております。 

 まだどうなるかわかりませんけども、教育委員会で今検討をしていただいている

子育て支援の方策も入るのかなというふうなことも思っておりますし、これから東

員町をどういう方向でまちづくりを進めていくかということについて、庁内、役場

の中で方向性を見い出して、みんなが共有して東員町の将来、２０年、３０年先に

備えて進んでいこうということに取り組んでおりますので、その中でもう少し答弁

させていただくこともはっきりしてくるのかなと思うんですが、なかなか、まだ今

すぐにこういうことをやりますよということが申し上げられないのが、非常に私と



しても歯がゆいんですが、議員ご指摘をいただきましたように、我々役場の中では、

本当に危機感を持って、前向きに議論を進めておりますので、これにつきましても、

いましばらくお時間をいただきたいというふうに思っております。 

○議長（南部 武司君）   近藤治隆議員。 

○１番（近藤 治隆君）   ご答弁ありがとうございます。 

 町長の思いは伝わってきますし、やっぱり私も東員町を元気にするためにも、何

とかできやんのかなといろいろと調べたんですけども、これといってうまい施策と

いうのは、なかなか思い浮かばないものです。 

 東員町の問題というのは、ネオポリスが大きいと思うんですね、正直なところ。

ネオポリスが問題なわけではなくて、ネオポリスをつくった時点から税収を確保し

た東員町が、箱物をつくったりとか、結局、先のことを考えずに、どんどん税収を

使ってしまったことが問題なんですけども、それの対象がたまたまネオポリスなだ

けであって、住宅地を建てた町というのは、やはりそういう問題があるように思い

ますけども、大きな財政を持っているところは、また住宅地をつくって、ぐるぐる

回すと。どこかの都市でもありましたけども、そういうことができるのが一番ベス

トなのかなと思うんですけど、東員町の財政では、ネオポリスのてこ入れ的なこと

はどうなんですか。その辺をお聞かせいただきたいと思うんですけど。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   本町のネオポリス地区のような住宅団地につきまし

ては、全国的に問題になっておりまして、というのは笹尾城山、特に笹尾地区につ

きましては３５年から４０年ぐらい、開発されてからなっておりまして、バリバリ

東員町を支えていただいた皆さんが一気に高齢化しているというのが、今、現状で

ございます。 

 ああいう住宅団地は、ここに限らず、どこでもそうでございますけれども、敷地

が狭いということで、なかなか２世帯住宅とか、親子が一緒に住めるようなスペー

スがないということで、成人されますと、町が古くなってきますから、外へ出てい

かれるという傾向が今ございます。ただ、少しずつですけども、笹尾地区を中心に、

また外へ出ていかれたお子さんが戻ってみえて、家を建てられるということが出て

きております。 

 そういう中で、あそこを開発したのが昔の大和団地で、今もうありませんで、大

和ハウスでございますけれども、今、大和ハウスと協議を続けておりまして、いろ

んな対策を続けておりまして、ネオポリスの再生、あるいは人の循環ですね、それ

について有効な方策を、つくった主体であります大和さんと一緒になって、実際に

どういう実効性のある方策が考えられるかということで、議論をさせていただいて

おりまして、ともかく５年ぐらいの間に何らかの対策を打たなければいけない、そ

うでないと手遅れになるというふうな思いで、今進めております。 



 ただし、まだこれは議論を始めたばかりでございまして、これからどういうふう

に、非常に全国的に難しい問題でございますので、一朝一夕に結論が出るというふ

うには思ってませんけども、地道に取り組んでいきたいというふうに思っておりま

す。 

○議長（南部 武司君）   近藤治隆議員。 

○１番（近藤 治隆君）   ご答弁ありがとうございます。 

 大和ハウスと協議を重ねているということは初めて聞いたので、これからもまた、

そういう協議をしていただきたいと思います。 

 また、ネオポリスに関して、例えばホームページに空いている土地を載せるとか、

いろんな壁があるのかもしれないんですけども、土地を売っている会社とかと、そ

ういうのを話し合ってもらって、東員町のホームページというのが、今日言われて

いたみたいに、１日１，０００件ぐらいのアクセス数があるのですかね。そういう

意味でも、東員町に住みたい方というのは、まず東員町のホームページを見る方が

多いと思うんですね、私たちの世代は。そういうところでもＰＲできたらいいなと

私は思ってます。 

 ちょっと話は変わるんですけども、財政難の中、副町長といろいろと話をさせて

もらったイオンの件なんですけども、財政難という割には反対的な色を示していま

すけども、どういうことでしょうか、ご答弁願いたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   樋口副町長。 

○副町長（樋口 和人君）   お尋ねは、多分固定資産税が、イオンさんがオー

プンされれば増えるのではないかということで、午前中の藤田議員のお尋ねの件か

なというふうに思うんですが、今の我々が知り得る範囲の規模であれば、約６，０

００万円というお答えをさせていただきましたし、もっと大きくなるという協議中

の面積であれば、６，９００万円ほどというお話をさせていただきました。 

 基本的にはオープンをしていただいて、固定資産税、あるいは別途、雇用の促進

がされて、それが何らかの形で波及効果を生み、税収が上がるという構造は、もち

ろん私どもとして何ら反対するものでもございませんし、いち早くオープンしてい

ただくということについては歓迎するものでございます。 

 ただ、先般お話が、町長のところにご挨拶にお見えになった時の向こうからの提

案については、なかなか乗りにくいねという話をさせていただいただけであって、

我々としては現在許可を得ている範囲の、いわゆる今現在の範囲の中で何とかして

いただけませんかというようなことを申し上げたということでございまして、決し

て税収が上がったり、イオンさんがオープンするのを拒んでいるということではあ

りませんので、そこのところは誤解をされると、いささか私どもとしても困ります

ので、そういうことではございませんので、はっきり申し上げておきます。 

 以上です。 



○議長（南部 武司君）   近藤治隆議員。 

○１番（近藤 治隆君）   ありがとうございます。 

 正直、誤解してます。わからないですけど、とりあえずイオンの件に関して、止

まっている事実は確かにありますね。それに関して、止まっている現状があるとい

うことは、反対と見ておかしくないのかなと思うんですけども、そういうわけでは

ないのですかね、ちょっとお願いします。 

○議長（南部 武司君）   樋口副町長。 

○副町長（樋口 和人君）   止まっていると言うのか、私どもが止めているわ

けではなくて、要するにご相談があったその内容について、私どもとしてはその件

については正式な話ではないんですが、ご挨拶にお見えになった時に向こうからさ

れましたので、それについてはいろんな理由からなかなか難しいですねということ

でお返しをしたところ、お持ち帰りをして考えていただくということでございます

ので、私どもが止めているとか、そんなことでは決してございませんし、止める理

由というのが、要するに今現在の協議中では何もございませんし、もう既に開発を

とられて、その中身を変更されるということですので、中身の内容が取り沙汰され

ている開発地周辺の駐車場という内容で上がってきてませんので、協議もしようも

ないということが現実でございます。 

 ただ、そういうふうに考えておるがいかがかと言われたときに、それは難しいの

ではないでしょうかというお返事をさせていただいたというのは、これは午前中も

お話しさせていただいたとおりでして、ならばわかりましたということで、今持ち

帰っていただいているというのが現状です。 

 以上です。 

○議長（南部 武司君）   近藤治隆議員。 

○１番（近藤 治隆君）   いろいろと話も聞いてましたので、副町長のほうか

らも聞いてますし、通学路の件とか、水の件とか、問題点はいろいろとあると。そ

ういう点とか、あとは大店法の関係ですかね、そういうものから、拡張に対しては

反対の色を示されているのかなと思っているんですけども、実際、今の東員町の財

政の中で、正直、喉から手が出るほどイオンには来ていただきたいと、僕は思って

いますけども、その中で反対ではないけども、拡張計画はだめやというのは、それ

は反対でしかないと思うんですけどね。その点、もう一度お願いします。 

○議長（南部 武司君）   樋口副町長。 

○副町長（樋口 和人君）   何度も申し上げておりますが、反対するとか反対

しないとかいうことではなくて、正式に例えば拡張しますからよろしくお願いしま

すという、そういう申請書が手続きの中で上がってきておりませんので、要するに、

そういうふうにしたいがどうだろうかという打診があったと。打診と申しますか、

執行役人の方が来られた時に町長にご挨拶なされた時に、そういう話があったと。 



 ですからそれについては、そうですね、難しいですねというお話を返させていた

だいただけですから、反対でも何でもなくて、そういう状況ですので、それを反対

なのか反対でないのかというのは、禅問答みたいな話になってしまうので、私ども

としては、イオンさんが来られるとかいうことについては、決して反対もしており

ませんし、むしろ今の開発区域の中でやっていただけるということであれば、何ら

私どもは、何度も繰り返しますが、むしろ一日も早くやっていただきたいという思

いでございます。 

 ただ、仮想の話で今来られているので、それは難しいですよねという話をお返し

させていただいているというだけでございますので、その点、仮想の話と実際の話

が混同されているということが、どうもあるのかなと、そんなふうに思います。 

 以上です。 

○議長（南部 武司君）   近藤治隆議員、通告の内容が財政についてですので、

開発についてまで余り及ばない程度の質問でお願いします。 

 近藤議員。 

○１番（近藤 治隆君）   わかりました。水かけ論になってきたので、やめよ

うと思っていたんですけども。 

 では、私の中では、もう既に東員町の財政というのは厳しい状況というのは、先

ほどから何遍も言ってるように思ってまして、町単での予算の捻出というのはなか

なか難しいのかなと思ってます。 

 だからこそ、今、二重行政、三重行政を解消するために道州制というのを進めな

ければいけないのかなと、私の中では思っていますが、無駄をなくすことで全体的

な予算の底上げを行い、この地域を、そしてこの日本を立て直さなければいけない

のかなと。 

 例えば道州制など、地方からしっかり声を上げていくとか、大阪の橋下さんのよ

うに声を上げていくとか、広域でしっかりと話し合っていくとか、こういう行動が

今は首長にも求められるのではないかなと私は思っていますが、約２万５，０００

人の町民の命を預かっている町長としてはどのようにお考えか、お答え願いますで

しょうか。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   平成１７年を中心に、平成の大合併と言われる合併

が全国で進められました。それがよかったのか悪かったのか、東員町は幸いなのか

不幸なのかわかりませんけれども、単独で残りました。 

 その検証は後に待たないと出てこないと思うんですが、これからの、特に今の日

本を見ていると、国の状況を見ていると、どんどん借金が増えてくる。税収の倍以

上の予算を組んで予算執行をしていくということになってますね。これの繰り返し

ですよね。これはもう当然壁にぶち当たっていると思うんですが、これが永久に続



くとは思えませんので、どこかで方向転換をしなければいけない。それは議員ご指

摘のように、国の形を変えていくということを、今本気で考えないといけないのか

なというふうに思っております。 

 その１つとして道州制というものがあるのではないかなということで、道州制の

議論につきましては、この間行われました市町村合併の延長ではなくて、本当に国

の形がガラッと変わるんだと、国の体制がガラッと変わるんだということでござい

ますので、当然その議論に我々も参加をしていきたいというふうに考えております。 

○議長（南部 武司君）   近藤治隆議員。 

○１番（近藤 治隆君）   ありがとうございます。 

 結構前向きな答弁やなと思いまして、私も賛同させていただきたいと思います。 

 では財政については、これでひとつ終わらせてもらって、次の情報モラル教育に

ついて、教育長のほうに質問をしたいと思います。 

 先ほど、ほかの議員の方も、いじめの問題についてはいろいろとご議論されてま

すし、インターネットの世界では、いろんなことが今回の問題に関しては取り沙汰

されてます。 

 私はインターネットの専門家として、まず情報モラル教育の重要さを、どんどん

発信していくべきなのかなと思い、今回２つ目の質問に情報モラル教育についてを

入れました。 

 この日本でも、世界的にもそうなんですけども、インターネットの普及とともに、

暮らしの便利さが増えた分、個人情報の漏洩などの問題点も出てきてます。 

 そこで子どもたちを守るためには、やはり情報モラル教育、いわゆるネチケット

とかとも言われますが、そういうのが非常に重要なウエイトを占めているのではな

いかなと私は考えています。今のいじめ問題に関しても、やはりインターネットが

ほとんどかかわってきているのも事実です。 

 そこで今の取り組みについて、教育長のほうからご答弁をお願いいたします。 

○議長（南部 武司君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   情報モラル教育についてのご質問にお答えをいた

します。 

 近藤議員のご指摘のとおり、社会の情報化が進み、情報の収集や表現、発信など

が大変容易にできるようになり、日々進化する情報社会の流れは後戻りもできない

状況であります。 

 その一方で、インターネットの普及や携帯電話の増加に伴い、情報化の影の部分

が社会問題になっております。私どもも近藤議員と同じ認識であります。 

 子どもたちがさまざまなトラブルに巻き込まれる事例や、加害者になってしまう

事例が、国・県より報告をされております。 



 インターネットや携帯電話は日常生活に欠かせないものになっておりますが、使

い方を誤ると、自分の意思とは無関係に、情報が瞬時にあらゆるところに伝達され

たり、予想もしない影響を与えてしまったりすることもあります。また、直接のコ

ミュニケーションでは考えられないような誤解やトラブルを生じる可能性も少なく

ありません。 

 そういう観点からも、子どもたちの時期の情報モラル教育は大変重要であり、情

報を活用する能力の育成と合わせて行われなければならないと考えております。 

 学習指導要領では、情報社会で適正な活動を行うためのもとになる考え方と態度

を「情報モラル」と定め、各教科の指導の中で身につけさせることとしております。

具体的には、個人情報の保護、人権侵害、著作権等に対する対応、危険回避やネッ

トワーク上のルール、マナーなどが挙げられます。 

 東員町の全ての教職員で組織し、東員町教育委員会が連携して活動しています、

東員町教育研究の会では、東員町情報教育推進・情報モラル育成カリキュラムを作

成し、その目標の一つに、情報モラルについて考え、さまざまな情報表現・発信の

方法を取捨選択し、よりよい方向について考えられる子の育成を上げて、各園校で

取り組みを進めております。 

 カリキュラムでは保育園･幼稚園の段階から小学校低学年、中学年、高学年、中学

校の５段階に分けて、それぞれの段階で、①テレビやゲームにかかわって、②携帯

電話にかかわって、③パソコンにかかわって、の３つの観点で、その時期にどんな

ことを大切にしていくのか共通認識し、取り組みをしているところでございます。 

 パソコンにかかわっては、スキルを５つに分けて、①情報社会の倫理、②法の理

解と遵守、③安全への知恵、④情報セキュリティ、⑤公共的なネットワーク社会の

構築 の５つのスキルが身につくように考えております。このカリキュラムを土台

に、各園校において、遊びや読み聞かせや教科書や教材を使用し、情報モラル教育

に取り組んでおります。 

 情報社会の影の部分への対処として、昨年度終了いたしましたが、三重県教育委

員会の事業で、委託業者が、学校裏サイトやインターネット上への個人情報の書き

込み等を定期的に監視する取り組みがありました。東員町の小中学校では、裏サイ

ト等の存在は確認をできませんでしたが、数名の生徒がプロフや掲示板に自分の個

人情報を不用意に書き込んでいる事例が見つかり、指導することがありました。 

 学校生活だけでなく、アンテナを高く張り、児童生徒の様子に留意し、検索エン

ジンを活用して、定期的に書き込みなどを確認することも、今後教育委員会検討課

題として考えております。 

 また、急速に進展しているソーシャル・ネットワーキング･サービスなど、子ども

たちを取り巻く現状を、教職員が研修をしていかなければならないとも思っており

ます。 



 情報モラル教育の目標は、道徳などで扱われる「日常生活におけるモラルの育成」

と重複する部分が多く、これは情報モラル教育の基本となる態度の育成に欠かせま

せん。 

 道徳で指導する、人に温かい心で接し、親切にする、友達と仲よくし、助け合う、

ほかの人とのかかわりを大切にする、相手への影響を考えて行動する、自他の個人

情報を第三者に漏らさないなどが、情報モラルの基盤となってきます。 

 また、情報モラル教育の取り組みは学校のみならず、保護者の方々や社会の協力

が必要不可欠だと思っております。それぞれの立場で情報の共有化や、子どもたち

への教育を進めていかなければなりません。 

 そうしたことから学校では授業参観日等に「携帯電話安全教室」を開催したり、

「インターネットや携帯電話の安全な使い方」についての講座を開催し、保護者の

方に参加をしていただく取り組みも行っております。 

 また、各校の学校だよりや、生活指導だより等で、子どもたちがパソコンやイン

ターネットを介したトラブルに巻き込まれないように注意喚起したり、携帯電話に

フィルターをかけるように啓発したり、個人情報を聞き出そうとする等の事例の注

意喚起等を発信をしております。 

 昨年度は、東員町教育研究の会が、東員町ＰＴＡ連合会との共催で、ＮＨＫ放送

文化アドバイザーの清川輝基さんをお招きをし、「子どもが危ない、メディア漬け

と子どもの危機」の演題で講演会を開催し、保護者・教職員を中心に参加をしてい

ただきました。 

 講演では、言語能力の獲得への支障になる乳幼児期からのメディア漬けへの警鐘、

視力や体力の低下へとつながるテレビゲームとのつき合い方、子どもたちのネット

ワーク上のコミュニケーションの拡大がコミュニケーション力に影響を与えている

現状、また、保護者が気づかないインターネットや携帯電話の落とし穴等について

もお話しをしていただきました。 

 直接体験することや直接コミュニケーションをとる大切さ、保護者や大人が大切

にしていくべきこと等を学んでいただいたと思っております。 

 情報モラル教育は学校と家庭、地域が連携して取り組むことが大切と考えます。

今後も情報モラルの重要性を保護者や地域の皆様にも発信し、子どもたちに正しい

知識、危険を回避する力、正しい情報を選択できる力をつけ、情報社会の有害な部

分ではなく、有効な部分を認知し、適切に活用していく力を育成できるように努力

していきたいと思っております。 

 どうぞよろしくご理解賜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（南部 武司君）   近藤治隆議員。 

○１番（近藤 治隆君）   ご答弁ありがとうございます。 



 情報モラル教育の取り組みについて調べていく上で、学校で扱われている資料を

見せてもらいました。一通り見せてもらって、正直言いまして、認識がちょっと甘

いのかなと私は思っています。 

 インターネットは便利なツールですけども、使い方を間違えると恐ろしいツール

でもあります。 

 例えば今回の大津市のいじめの問題に関して、報道規制のあったテレビの報道で

しか、皆さんは聞けなかったわけです。しかし、インターネットはここ１０年で発

達して、生の意見を直接取り入れることができるようになったりとか、ある偏った

意識の情報を見ることができるようになってしまったんですね。そこはやはり報道

規制はかけれないということで、ここには悪意のない加害者を生む可能性が出てく

ると私は考えてます。 

 要するにインターネットに、例えば今回の件に関しては○○君が悪いと思うと自

分の気持ちをただ書いただけでも、これというのは悪意はないですし、行為自体に

は、ほとんどの人が悪いと思ってないと思います。でもこれが書き込みによって件

数が増えれば、半永久的にその子の名前がインターネット上に残ることになってし

まうわけですね。ということは、まだ更正の余地のある若い子たちが、ただ１０代

のころの過ちのために、就職の時になって、たまたま検索した名前がヒットし、年

齢等一致した場合に、その子は就職ができないとか、一生の問題になっていく可能

性を秘めているのが、今のインターネットという問題なんですね。それをしっかり

と認識した上で、いろいろな教育をしていっていただきたいと。 

 韓国の場合ですと、個人ごとにＩＤが割り振られて、誰が書き込んだかがわかる

と、そういうふうなシステムにしてますので問題ないんですけども、町単ではこの

ようなシステムができないので、一つの方法として言うわけですけども、このよう

な問題が潜んでいると私は認識しております。 

 そこで教育長に、どういうような考えで進めていかれるのか、もう一度お願いい

たします。 

○議長（南部 武司君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをさせていただきます。 

 インターネットの影の部分の認識については、近藤議員が感じたところと全く同

じような危険性、認識をしております。それぞれの学校では、そういうことを含め

ながら、いろんな取り組みを多方面からやっています。 

 すべての子にその力がつくかと言うと、非常に難しいところがあります。段階に

よって違いますし、全くインターネットと接してないおうちのお子さんもいますの

で、私どもは、ここにあります例えばちょっと使った携帯とか、業者が発行してい

る映像携帯、今の子どもたちが言葉でいくらそういうのを言っても入らない子がお



りますので、映像とかいろんなものを使いながら子どもたちに理解をさせる、子ど

もたちが実際にそういうことができるような取り組みを進めております。 

 先ほども申しましたけれども、学校がいくらこういうことを言ってもなかなか、

端的に言うならば、中学校の子に携帯電話が要るかということに対しては、学校は

要りませんと言っている。ただ、最終的には保護者の方が買ってしまう。そうなっ

たときに、私どもお願いしたいのは、本当に保護者の方が与えた責任、自覚という

のを十分持っていただくことも大切かなというのを思っております。 

 もちろん、学校ではそれぞれの段階に応じた、例えばテレビの見過ぎはだめです

よ、どういうことです、それは保育園、幼稚園でします。ゲームも小学校３年生、

４年生からずっと視聴時間が非常に多くなっております。ゲームを買うなとは言い

ませんけれども、そこのところの管理をきちんとしてもらうということも、保護者

の自覚として要るのではないか。 

 私ども学校としては、それはどうしてだめなのか、どういう状況になるのかとい

うことを、子どもたちにわかように説明する。携帯電話でもそうであります。今そ

れぞれの小中学校で、子どもたちにもそういうお話をしますし、保護者を交えて大

変なことが起きてますよと、先ほども私は情報が瞬時に伝わるとか、少しぼやかし

た表現をしてしまいましたけれども、Ａちゃんを誹謗中傷するような非常に汚い言

葉がネット上にずっと残る、消えない、ここには具体的な事例がいっぱいあります

けれども、そういう事例の中で、子どもたちにどうわかってもらえるか、子どもた

ちがどう認識して、実際に行動した場合にできるかというところを指導していきた

いなと思ってます。 

 以上でございます。 

○議長（南部 武司君）   近藤治隆議員。 

○１番（近藤 治隆君）   ありがとうございます。 

 伊藤議員のいじめ問題の時、教育長が答弁されていたように、人間にもまれてな

いとか、社会にもまれてない学生というのが、やはり非常に増えてきていると。私

もこれは大きな問題だと思っているんですね。 

 今のいじめ問題に対しても、確かにいじめの根絶をする、ゼロにすることは必要

なのかもしれないですが、私個人としては、ゼロにはなかなかならないのかなと。

いかに少なくするかが問題であって、いかに強い子ども、私はよく人間力と表現し

ておりますけども、人間力の高めた子どもを育成していくか。いじめに対しても、

昔は確かにそうやって我慢できたという、伊藤議員の発言もありましたし、やはり

そういう人間力を高めるための教育が一番今重要視されているのではないかなと思

っています。 

 まだまだ軽視されがちなインターネットですけども、今の時代では正直メインス

トリームのど真ん中の技術です。セキュリティ問題も、東員町のセキュリティを見



てもまだまだ甘い点もありますし、行政サイドも議員サイドも、もう一度見直して

いただければと思いまして、これで私の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。 


