
○１３番（山本 陽一郎君）   私どものこの国、この社会は今、激動する世界

情勢の中で翻弄され、そして内にあっては、混乱する国政の中で大変厳しい閉塞感、

挫折感に覆われているようです。 

 北方４島、尖閣諸島、そして竹島、日本固有の領土が今侵されようとしている。 

 そんな中で外に向かって何も言えない、何もできない日本、そして権力闘争に明

け暮れ、議論ばかりで決断のできない政治、そんな現状を目の当たりにして、一地

方自治体の一議員として大変悔しい、内心じくじたる思いを抱きながら、あえて本

定例会最後の一般質問を行いたいと思います。 

 まず最初に、共同墓地公園構想についてであります。 

 私どものこの社会は、大変な少子高齢化社会を迎えております。長引く景気低迷

の中で、多くの国民、住民の皆さんは、その生活維持、子育てや社会貢献、大変困

難になっている現状であろうと思います。 

 そんな中で、この高齢者の皆様方は、子どもたちや孫たちにこれ以上の負担をか

けたくない、まして墓地の維持管理については、であろうと思います。 

 そんな中で、以前から担当部に、この問題についていろいろ議論をさせていただ

いております。そんな中で、時の担当課長から、この問題については現地視察を行

いながら研究し、検討をしてまいりたい、このようなお話がありました。 

 そこで、どのようにこの課題について検証し、研究されてきているのか、その報

告を求めたいと思います。 

 生活福祉部長。 

○議長（南部 武司君）   岩田利弘生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   山本議員からの共同墓地公園構想について

のご質問にお答え申し上げます。 

 本町の墓地公園は、昭和６２年１０月に全１，００９区画（Ａ型７３６区画、Ｂ

型２７３区画）を建設し、その後、平成７年に実施したアンケート調査により、墓

地使用希望者が多数みえますことから、平成１２年１２月にＡ型９８区画の増設を

行い、合計１，１０７区画が完成し、現在全区画のうち９７％が、笹尾・城山地区

の方がご利用されております。 

また、在来地域におきましては、それぞれ地域ごとに集落の墓地が点在し、その

管理運営は地域の皆様が行っていただいております。 

 ご質問の、共同墓地構想についてでございますが、公営による共同墓地を調査し

ましたところ、近隣市町での開設されているところはございませんでした。 

 しかし、民間の事業者による永代供養墓や納骨堂等は、近隣市町でも開設され、

近年では大規模な霊園での樹林墓地等が、宗教法人等（公益社団法人）による運営

も行われているとお聞きしております。 



 このような状況下におきまして、民間事業者も多く参入されておりますことから、

地方公共団体が運営する墓地につきましては、共同墓地の管理運営の方法、墓地埋

葬等に関する法律等により、非常に困難と考えておりますことから、慎重に取り扱

ってまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解のほど、お願い申し上げま

す。 

○議長（南部 武司君）   山本陽一郎議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   今の答弁は、否であります。 

 ここに資料があります。これ、東京都立の小平田園内に樹林墓地が完成しました

ということで資料をいただきました。これは都が維持管理していこうということな

んですね。そして今こういう皆様方が非常に増えている。ついの住みかとして、や

はりそういう自然の中で過ごしていきたい。そんな思いの中で、東京都の小平市が

整備されたんだろうと思います。 

 それについては遺骨一体１３万４，０００円ほどの費用で、維持管理費が要らな

いということなんですね。２メートルほどの穴を掘って、その中へ埋葬していただ

く。そして中は土ですから、当然その遺骨も土に還っていく、こういうことである

と思うんですね。 

 町長、私どもの東員町でも、特に団地においては大変な高齢化が進んでおります。

その皆さんは、長い間、このまちの行政、財政に大きな貢献をしていただいた。そ

の町民の皆様方に、こういったついの住みかとしての場所を提供する、これも究極

の福祉政策ではないかと思いますけれども、町長のお考えはいかがですか。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   今、議員おっしゃっていただきました東京都の小平

市の事例につきましては、私も承知しておりませんので、これから検討をさせてい

ただきたいと思います。 

 私の感覚ですけど、多分この感覚というのは、このあたりに住んでみえる方、皆

さんそうだと思うんですが、やはり宗教的な色合いもございます。私どもでしたら

浄土真宗でございますので、真宗のお寺さんで永代供養をお願いをしているという

のが、今現状でございまして、いろんな宗教の方がみえますので、どのようにご先

祖を供養されていくかということが、我々にとっては非常に大きな問題でございま

す。 

 議員言われるようなものが、小平市のことはよくわかりませんけれども、受け止

めが、申しわけないんですが、何か無縁仏をつくるような感じで、本当にそれでい

いのかな、あるいは近隣の人がこういうことで本当に納得されるのかなというのが

よくわからないというのが現実でございまして、それともう１つは、これも小平市

の事例を研究をしなければいけないんですが、本当にこれが行政でやらなければな



らないことなのかということも、私としましては今疑問に思っておりますので、そ

の辺は少し研究をさせて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）   山本陽一郎議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   今の町長のおっしゃった懸念は、私も当然共有

しております。 

 ちなみに私は禅宗ですが、私が近々いなくなれば、当然そのような問題も発生す

るんだろうと思いますけれども、現実問題として、多分私の娘二人ですから、その

娘たちはお墓をつくっても、おまいりいただける。だけど孫の代になれば、今、子

どもが少ないですから、なかなかこの東員町にいるとは限らない。遠くふるさとを

離れて暮らすかもしれませんね。そんなときに、そこに根づいて、しっかりやって

もらわなければ困る。こちらへ来ていただければ一番いいんですけどね。そんなと

きに、果たして子どもたちが東員町のお墓をいつまでもお守りできるか、そういう

ことなんですね。 

 私の身の回りにそういう方がたくさんいるわけです。そういう時代になっている。

今は個の時代ですね。個人個人の時代というふうに言われておりますけれども、そ

れではいけない。親兄弟、家族そろってお墓を守っていかなければいけないという

のはわかりますけれども、現実問題として、そういったいろんな難しい問題がある。 

 無宗教施設で、そして今思えば東員町の墓地公園があります。そして入り口があ

った右側に、芝生の場所があります。ああいったところに、そういったボーリング

をして、そしてそこをそういった場所にしていただく。そして献花台を設けて、そ

こでこちらへ子や孫が来たときにおまいりをしていただく。そういう方法もあるの

ではないか。 

 そういう声が非常に多いということですので、急に資料もお渡ししてませんので、

おわかりはいただけないかと思いますけれども、私もこの議会が終わったら、早速

小平市へ出向いて、研修、研究をしていきたいと思ってるんですけれども、先ほど

申し上げたように、東員町でいろいろ貢献していただいて、そしてここで骨を埋め

たい、そういう方たちのためにも、民間と言わずに、町として、そういう施設を整

備する必要があるのではないかと思っております。 

 ぜひ前向きに検討をしていただきたいと思います。 

 この際、副町長のご意見も聞いておきましょうか。 

○議長（南部 武司君）   樋口副町長。 

○副町長（樋口 和人君）   少し戸惑っております。 

 と申しますのは、私も行政経験が長いのですが、例えば四日市なんかは北大谷斎

場というのがございまして、その斎場の例えば炉の改修だとか、あるいは葬祭会館

をどういうふうにしてつくるのか、あるいはそういったたぐいの話について、議会

でご質問等があったというのは記憶にあるんですが、どちらかと言うと、もちろん



垂坂に墓地公園がございますが、それは開発公社というところが管理をする形で墓

地公園をつくっておるんですが、直営で納骨、あるいはそういうものを持つという

ことについては、初めて私、今経験をしておりますので、どうやってお答えしてい

いのかも、ちょっと戸惑っております。 

 我が国の慣習的に言えば、今、町長が申し上げたような慣習もございますので、

仮にこれを進めるについては、答弁でもございましたように、かなり慎重に扱って

いかないとだめなのかなというふうに思っておりまして、何と申しますか、大変後

ろ向きな答弁かもわかりませんが、慎重を期したいなと、そんなふうに思っており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（南部 武司君）   山本陽一郎議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   聞かなきゃよかった、そう思いますけれども、

テレビ報道によると、５００人の募集に対して８，０００人が応募すると、そうい

う大変な需用があるということなんです。需用ということはいけませんけれども、

そういうことがありますので、人間はいずれ土に還るということであるなら、お墓

を建てておまいりするのも、それも一つの方法、そしてそういった樹林、林の中で

静かに眠りたいというのも、それも一つの方法、そういうことがありますので、そ

ういう住民の声がある以上は、きちっと研修して、お答えをまたお願いをしたい。 

 そしてできれば町長、差し支えなければ、ご一緒に、そういったところへも研修

に行って勉強していきたいと思っておりますので、そのことを求めておきたいと思

います。 

 次に問題の教育についてということで、お尋ねをさせていただきたいと思います。 

 昨日、今日と、川瀬議員を初め、多くの議員から、いじめ問題を初め、さまざま

な質疑がされてまいりました。私はこれ以上、その問題について触れることはあり

ませんけれども、教育長に一つだけ、提案、提言をしておきたいと思います。 

 これは町長にも関連があるんですけれども、今から１０数年前、町長が現職の県

会議員であったと思います。そして私も議長として、ともに来賓として出席をさせ

ていただいた時に、その当時、成人式が大変荒れておった。騒いで、もうどうしよ

うかと。こんな成人式ならやめたらどうだという、そういう会話もした覚えがある

と思います。そしてもし今日も荒れるような、そんな騒がしい成人式であるなら、

もうすぐ話を切り上げようよと、そんな話もさせていただいたと思います。 

 しかしその後、この成人式も若者たちに全部お任せをして、若者、２０歳の青年

たちに自主的にやっていただく。そういうことになってから、すばらしい成人式が

行われるようになった。そうですね、教育長。本当に沖縄とか、まだまだ荒れる成

人式がある中でも、この東員町はすばらしい成人式ができるようになった。 



 ということであれば、今日の議論の中でありましたけども、我々行政や議会が、

教育委員会もそうですよ、あれだこれだ、いじめをなくそうという話でなくて、子

どもたち、生徒会の皆さんと相談して、そして皆さんの力でいじめをなくしてもら

いたい、それは社会的に大変な問題なんですよという意識づけをしていただいて、

子どもたちがみずから立ち上がっていただいて、そして子どもたち自身が自主的に

いじめをなくそうということになれば、これは随分と改善される、なくなっていく

のではないか、このように思っております。 

 後で答弁をお願いしたいと思います。 

 そして、そんな中で今問題になっております教育委員会のあり方について、これ

は今、時の人、大阪の橋下市長が盛んに教育委員会の問題について発信をされてお

ります。その発言がすべて正しいとは思いませんけれども、現状の教育委員会のあ

り方について、これは改革をしなきゃいけない、そういう思いの中でお話をいただ

いているんだろうと思います。 

 そして、これは教育長も町長もお聞きをいただきたいんだけれども、現状、教育

委員会の委員の人事、そして教育長の人事も、町長が推薦して、そして議会が承認

して初めて教育委員会なるものが組織をされるということなんです。 

 だが残念なことに、一端承認をすれば、後は教育委員会というのは独立した機関、

行政や議会、政治の世界がそこへ口出しをしてはいけない、できないというような

風潮と言うか、現実があるわけですね。 

 その問題について、この大変な教育の問題が噴出する中で、果たしてそれでいい

のか。やはり教育委員会といえども、町の行政のトップである町長や、そして議会

が、教育の内容は別として、教育に関することについて、発言をしていかなきゃい

けない、そういう時代になったのではないか、このように思っております。 

 その辺の見解を教育長、そして町長にもお答えをいただきたいと思います。 

 そして先ほど来申し上げているように、大変な少子高齢化社会、東員町も今後１

０年後には高齢化率、６５歳以上の高齢者が３０数パーセントになるという予測が

されております。 

 そんな中で、この３月議会に近藤敏彦議員から提言がありましたけれども、今の

東員第一中学校、ここが随分老朽化している、そして地域的に偏っている、アンバ

ランスの中にある、そういうことは皆さんご存じだと思うんですよね。だからこの

際、教育長、町長も将来を見据えて、将来というのは東員第二中学校も、１０年後

には２百数十名という大変な、これも生徒が減っていきます。東員第二中学校が１

０年後には２４７名、そして第一中学校が４１７名、こういう予測がされておりま

す。ということになりますと、やはり将来的には一中と二中も統合しなきゃいけな

い、そういうことも考えられるわけです。 



 そうですね。そうであるなら、第一中学校が老朽化して、そして地域的にもアン

バランスであるというなら、地主さんの理解を得なければいけませんけれども、こ

の庁舎近くにそういう場所を求めて計画すれば、町の体育館も使える、競技場も使

える、武道館も使える、そうした中で東員町の中学校の教育環境が大幅に改善され

る、そのように思いますけれども、この問題について、まず教育長から、それに向

けて、お考えをお聞きをさせていただきたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   山本議員の議員のご質問にお答えをいたします。 

 まず初めに成人式のお話をされました。その中で今日と昨日、いじめの問題につ

いて、私ども精いっぱい答えさせていただきましたけれども、私ども感じているの

は、大人が守らなければならないこと、教師が一生懸命しなければならないこと、

そして保護者や親がしなければならないことというのを、昨日、今日の答弁の中で

はお話をさせていただきました。 

 もう一つ、山本議員がおっしゃったように、子ども自身の立ち上がりです。東員

町が仲間づくりや学習集団づくりとか、いろんなことをやっておりますけれども、

最後は、究極は子どもたちが自分たちのことを守るんだ、同じクラスの子を守るん

だという力をつけるためにやっていただいていると思いますので、先ほどのことも

十分学校の中で知らせていきたいと思いますし、毎年１２月に人権フォーラムとい

う、子どもたちの話し合いの場をつくる会がありますので、そういうところでもぜ

ひ生かせてもらいたいなと思っております。 

 それでは教育長についてのご質問について、お答えをいたします。 

 まず、いじめが背景として認められる生徒の自殺事案の発生に対しまして、私、

東員町の教育長としても、教育行政の長として本当に深刻に受け止め、かけがえの

ない子どもたちの命を守るために全力を出して取り組みを進めなければならないと、

今、痛感をしております。 

 そして、子どもにかかわる私たち一人一人が「いじめは絶対に許されない」「子

どもたちを徹底して守り通す」という覚悟のもと、相互に連携を深め、それぞれの

役割や責任を果たしていくことが必要であると認識をしております。 

 特に、学校教育に最終的な責任を持つ私は、その職責の重要性を再認識し、職務

に邁進しなければならないと考えております。 

 議員のご指摘のように、今回の事案に関しては、教育委員会のあり方、首長部局

を初め、行政と教育委員会の連携、教育委員会・学校の危機管理体制が問われてお

ります。端的に言うならば、学校・教育委員会に対する信頼が崩れ、大切な子ども

たちを本当に守れるのかということが、厳しく教育関係者に問われているのだと認

識をしております。 



 教育委員会のあり方については、以前からいろんな各種提言の中で、教育委員会

と首長部局との連携は本当にできているのか、地域の住民の意向を十分反映した教

育行政になっているのか、危機管理能力はどうなのか、開かれた教育委員会になっ

ているのか、学校現場との連携等は本当にうまくいっているのか等、さまざまなご

指摘をいただいております。 

 東員町教育員会といたしましては、それぞれのご指摘を十分に斟酌しながら、微

力ではございますが、努力をしてきたところでございます。 

 教育の中立性の確保と教育行政の継続性というものを基本に持ちながらも、例え

ば、町長部局との連携を探るために、東員町では毎週月曜日に、部長会の中で、町

長との意思疎通を図っておるところであります。 

 また、重要案件に関しましては、町役場全体で議論し、対応をしているところで

ございます。さらに、議会の皆様からご教示いただいたことをもとに、実現できる

ことは少しでも実現するように努力をしているところであります。 

 教育委員会のあり方については、今後も改革を進め、信頼される教育委員会を目

指して努力していく所存であります。 

 私は、東員町の教育行政の責任者であります。このような事件があるたびに、東

員町ではどうするのかということを、いつも問いかけをしております。 

 私は機会あるごとに、東員町中の保幼小中の教職員に対して、東員町の教育理念

は、東員町の保育・教育という船に乗った子どもたちを、だれ一人たりとも落ちこ

ぼさないことである、そのために先生方は高い志と、強い使命感を持ち、保育・教

育に当たってほしいと伝えております。 

 そして、今、東員町の子どもたちは、各園・各校の先生方のご努力、保護者の皆

様のご努力、地域の方々の温かいご支援や励ましの中で、健康で自分の命を輝かせ、

元気に学んでおります。一生懸命勉強し、友だちづくりに励み、自己の目標を持ち、

それに向かって努力をしております。県下に誇れる東員町の子どもたちであると自

慢ができます。 

 しかし一方で、私たちが願う、全ての子がそうだとも言えない状況もあります。

いじめで苦しんでいる子がいます。学校へ行きたくとも行けなくなり、不登校で苦

しんでいる子どもたちや、そのことで悩まれている保護者の方々がいます。勉強が

わからなく、つらい思いをして１時間を過ごしている子もいるでしょう。うまく友

だちづくりができなくて、友達関係で悩んでいる子どもたちがいます。そのような

子どもたちをどうするのか。だれ一人落ちこぼさないといった理念の実現には、大

変大きな努力が必要であり、大きな壁の前に戸惑う日々があります。 

 しかし、東員町教育委員会は、東員町の子どもたち、保護者の方々、地域の皆さ

んに大きな責任があることを自覚し、保護者・地域の皆様の方々からの信頼獲得に

向けて、今後も全身全霊を傾けて努力をしていきたいと考えております。 



 次に２点目の教育環境等に対する必要な施策についてでございますが、ご指摘の

とおり、少子化・高齢化の進行は、日本の社会全体の大きな問題となっております。

特に小中学校の小規模化が進行し、全国的に学校の統廃合が進められている状況で

あります。 

 東員町におきましても、町全体の児童生徒数は減少傾向が続くと予想しておりま

して、１学年１学級の小学校が増えているというのが現状でございます。 

 ただ、その中にあって、稲部小学校と神田小学校につきましては、国が進める定

数改善計画による３５人学級が進行していけば、少人数指導を行うための教室の確

保とあわせて、普通教室が不足する状況となります。特に、神田小学校につきまし

ては、余裕教室がないことから、来年度には具体的な対応をしていかなければなら

ないと考えております。 

 町内の学校施設に関して最も大きな課題は、東員第一中学校を初めとして、築後

４０年前後の学校が多く、こうした老朽化施設への対応でございまして、とりわけ

第一中学校につきましては、将来的には移転を含めた建てかえが必要であると、認

識をしているところでございます。また、東員第二中学校区の小中学校につきまし

ても、１０年、２０年というスパンで考えますと、老朽化への対応が必要になって

まいります。 

 こうしたことから教育委員会といたしましては、施設の長寿命化計画の策定を急

ぐとともに、あわせて、将来の学校施設の配置構想を策定する必要があると考えて

おるところでございます。 

 今後、さまざまな角度からご意見を賜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申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（南部 武司君）   山本陽一郎議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   町長には後で総括して答弁をお願いしたいと思

いますので。 

 教育長、私の知る限り、教師の皆さん、幼稚園・保育園、そして小中学校の先生

方、大変優秀で優しくて温かく、そして次の世代を担う子どもたちの教育のために

一生懸命ご努力をいただいている。本当に頭の下がる思いでありまして、この席を

かりて、敬意と感謝を申し上げたいと思います。 

 しかしそれにつけても、教育委員会事務局、これがその先生方の要望に果たして

応え切れているのか、そのように思います。この３月以来、稲部の幼保の一体化に

伴う増築工事、そして文化センターの駐車場工事、そして今回の給食費の値上げに

関する問題について、教育委員会事務局の管理体制の不備、不手際が極まっている

のではないか、このように思います。 



 これは組織の問題なのか、それとも人にあるのか、人であれば、適材適所に配置

されているのか、そして組織の問題であるとするなら、この３月以降、教育総務課

をなくした弊害が、ここに来て出ているのではないか、このように思いますけれど

も、教育長、その辺のお考えはいかがですか。 

○議長（南部 武司君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   まず学校の教職員に対して、大変温かいお言葉を

いただきましてありがとうございます。ぜひ伝えさせていただきます。 

 次に３点ほど、いろんなことをご指摘をいただきました。それは第一義的には、

私の監督責任だと思っておりますので、組織とかというものではないという感じが

します。 

 教育総務課がなくなりました。そのことで、いろんな戸惑いとか出てくるかもわ

かりません。ただ、教育総務課と学校教育課、一緒になることになりまして、教育

総務課におります者が学校教育課の者を手伝ったりとかいうような、相互に横の連

携というのは、以前に比べれば十分できるようになりました。施設設備だけやなく

て、幼稚園のいろんなことを手伝ったり、お互いが交流するというような形で進ん

でおります。 

 ただ、事実として、私のいろんな不手際等がございまして、皆さんにご迷惑をか

けたということはございますので、今後そういうことのないように十分注意をしな

がら、より組織を活性化させ、より有効に働く組織を目指していきたいと思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（南部 武司君）   山本陽一郎議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   それでは町長にお伺いをいたしますけれども、

先ほど申し上げた行政と教育委員会のあり方、関係について、町長サイドから見た

お考え、そして将来を見越した学校施設の適正な配置、そして教育環境の整備、こ

れらについて、このまちの最高責任者として、どのように方向性を見定めようとし

ておるのか、お伺いをさせていただきたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   いろいろ教育行政でご指摘をいただきました。また、

ご助言もいただきました。本当にありがとうございます。 

 大津市の事件以来、非常に今、教育委員会の制度そのものが問われているという

ふうに私も認識をしておりますけれども、その件に関しましては、東員町の教育委

員会につきましても、いろいろ議論をさせていただいておりまして、その中でやっ

ぱり教育委員会の会議自体が形骸化してないかとか、あるいは地域住民の皆さんの

意見が反映されてないのではないかとか、民意に対して鈍感になっているのではな

いかとか、いろんなご意見をいただいております。 



 その中でやはり我々といたしましても、確かに教育委員会に我々の意見が反映さ

れないということは、あったかと思うんですが、ただ、少なくとも学習指導要領の

中へ、要は教育そのものの中へは我々は入れないし、入ってはいけないというふう

に思っております。 

 ただ、いろんな意見交換は少なかったなというふうに思っておりまして、これは

我々の反省でもございますので、大津市の事件をきっかけといたしまして、これか

ら教育委員の皆さんとも、定期的に意見交換の場を持ちたいということになりまし

た。そういう方向で進めております。 

 成人式のお話がありました。やはり任せるところは任せていくというのが必要な

んだろうなと。子どもたちは子どもたちなりに、いろいろ考えることがある。大人

が考えられないことを、子どもは考えてやるという面もございますので、子どもの

自主性を尊重するような教育をということで、私も教育委員会に望んでおります。 

 その中で具体的に申し上げますと、子どもの権利条例というものを、子どもたち

の手でつくり上げていくという作業をしていただきたいということを、今お願いを

してありまして、その方向で進めていただいております。 

 また、一中の整備につきましては、ご指摘のとおりです。非常に老朽化して、場

所も偏っているということで、今、教育長が答弁させていただきましたように、場

所も含めて、移転も含めて、この問題を、１０年のスパンで考えていかないともた

ないだろうというふうに考えてますので、そのときはご指摘のように、二中の具合

も考えながら、それも勘案しながら整備をしていきたいというふうに思っておりま

す。 

 大津市なんかで、いろいろご指摘がありました。全国的に議論もあります。大阪

市の橋下市長の話もあります。 

 ただ私は、岡野教育長というのは、ものすごい熱い人だなというふうなことを思

ってまして、特にと言うか、当たり前のことですけど、教育に対しては、ほとんど

ほかが見えないぐらい、こうなる人かなと思ってまして、私は東員町の子どもたち

は、非常に今いい環境をつくっていただいているというふうに考えておりまして、

この影響が各学校に伝わって、東員町の子どもは、いつ会っても挨拶してくれるよ

ねというような、例えば一つの例を挙げますと、そんなようなことがあって、非常

にいい環境をつくっていただいているということで喜んでおります。 

 ただ、教育長に一つ足りないところがあるとするならば、私は教育行政のトップ

でございますので、その辺をきちっと肝に銘じて、管理責任というものを自覚をし

ていただきたいということでございまして、その辺はこれからいろいろ我々もお話

をさせていただきながら、よりよい教育の環境をつくっていくように、子どもたち

にとっていい環境をつくっていくように、教育委員会と一緒になって頑張ってまい

りたいというふうに思っております。 



○議長（南部 武司君）   山本陽一郎議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   町長から、明日に向けて教育長のＰＲをしてい

ただいた。結構なお話であったと思いますけれども、町長の話の中で、教育委員会

といえども形骸化してはいけない、そして教育長の足らざるは、教育行政のトップ

として、こんな言い方は正しいかどうかわかりませんけれども、政治的に目覚めて

いただきたいと、こういうお話であったと理解をしておりますけれども。 

 そこで教育長、町長、お二人にお尋ねをしますけれども、冒頭に申し上げた、今

問われているのは、日本固有の領土が侵されようとしている。そんな中で日本人は

無関心だと言われてますね。領土や領海、そういった問題について、人ごとのよう

に感じている。それはやはり教育の問題も影響しているのではないか。中国や韓国

やロシアは、国を挙げてそういうことに熱心に取り組んでいる。日本はそういうこ

とは一切ない。それがやはりこういったさめた対応になっているのかなと、そうい

う思いもするんですが。 

 そういった中で、それでは教育長、日本の国旗、そして国歌について、どのよう

に思いをされているのか。そして愛国心について、愛国心教育をしろとは言いませ

んけれども、愛国心は必要なのかどうか。国を愛する心、これについてどのような

考えなのか、お聞かせをいただきたいと思います。町長にも同じような質問をしま

すので、お答えをいただきたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   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。 

 国旗・国歌は当然尊重するべきものであると思っております。学校の先生たちも、

同じように尊重しながらやっていただいております。 

 ２点目の愛国心ですけども、非常に言葉と言うか、難しいところがありまして、

今、私も子どもたちに感じているのは、当然国を愛してほしい、その前に東員町を

愛してほしい、その前に自分自身を信じて愛してほしいというのがあるんです。そ

この部分が、どうも子どもたちの心の中に育っていない、信じていないということ

があって、そこから始めていかなければならないところがあるなというところを私

は感じております。 

 そして自分を信じなければ人も信じることができない。いじめにもつながるとこ

ろがありますし、いろんなところにつながっていくというところで、そういう心情

を子どもたちに教育の中で育てていきたいと思いますし、ひいては東員町を愛し、

三重県を愛し、そして日本を愛し、世界を愛する人間にぜひなっていきたい、そう

いう人間を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（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 



○町長（水谷 俊郎君）   今、教育長が言われたことが、私は今からやってい

ただこうとしている子どもの権利条例の核心かなというふうなことを思っておりま

す。 

 今の問いですけど、私は十数年前、県会議員をやっていた時なんですが、あわせ

て員弁地区のサッカー協会の会長もやらさせていただきました。 

 ある年、ドイツの子どもたちを招待をさせていただいて、もちろん東員町の子も

いましたが、員弁地区の子どもたちと一緒にサッカーの試合をする。宿泊もしてい

ただいて、試合もするということでやらせていただいた時に、実はドイツの旗がな

かったんですね。愛知県まで行って、旗を手に入れて、そしてドイツの国歌をテー

プに録音して、もちろん日の丸とドイツの旗を挙げて、そしてドイツの時はドイツ

の国歌を、日本の時は君が代を流して、子どもたちながら、いっちょまえのことを

やったんです。 

 その時にドイツの子は、あるいは連れてきていただいた方も含めて、ものすごい

喜んでいただいたんです。そして大きな声でドイツ国歌を斉唱した。子どもたちが

みんな斉唱した。本当に喜んでました。ところが日本の国旗になった時に、子ども

たち、だれも歌わなかったんです。ものすごい寂しかった。ドイツの子どもたちが、

あれだけ喜んでもらって、そして大きな声で国歌を歌っているのに、なぜ日本の子

どもたちが歌わないのかということを、もう十何年前ですね、随分昔ですけど、思

いました。 

 ところが最近、サッカーが女性も男性もテレビをにぎわせてますけども、君が代

が流れるとみんなが歌っている姿、多分、当時あのころの年代だと思うんですね。

それが今ちゃんと歌っている。その姿を見て安心をしているんですが、私は国の旗

であり、国の歌でありますから、みんなでそれに敬意を表して、そしてみんなで歌

う。それが日本の国を、あるいは地域、郷土を思う気持ちになるのではないかなと

いうふうなことを思わせていただいております。 

○議長（南部 武司君）   山本陽一郎議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   私は国家なくして国民なし、そして国家なくし

て東員町もない、このように思っておりますので、今の二人のお言葉を聞いて、大

変うれしく思っております。 

 ぜひそういう気概を持って、これからの教育行政、そして町行政に当たっていた

だきたいと思います。 

 そして最後に町長に申し上げたいと思います。 

 町長、朝市の育成も大事、そしてごみゼロプランですね、それに基づくごみの堆

肥化も大事、そして障がい者の支援、これも大変重要なことであろうと思います。 

 しかし、これらの課題は息の長い、長期的視点に立った取り組みが必要である、

このように考えております。我々議会も一緒になって進めていきたいと思っており



ますけれども、今、近々に必要なことは、住民の住民による住民のための行政であ

る、このように思います。 

 今朝ほど、ここにイオン開発促進要望について、長深自治会から、 

私ども議長を通じて要望が寄せられております。これは私どもの東員町にとって大

切な税収確保、そして雇用促進ですね、こういったことにとって大変重要な課題で

もあろうと思っております。そして、これらのことを考えるときに、やはり行政と

して、今さまざまな問題を抱える中で、行政組織の抜本的な組織改編が、機構改編

が必要ではないのか、このように考えておりますけれども、その件について、町長

の前向きな決意表明を求めたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   組織につきましては、今、副町長を頭として、来年

の４月に向けて、ご議論をいただいておりますので、もう少しお時間をいただきた

いと思います。 

○議長（南部 武司君）   山本陽一郎議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   町長から、決意表明とまでは至ってないと思い

ますので、副町長、町長のお約束は心もとないので、副町長、保証人として、ここ

で決意をお聞かせをいただきたいと思います。機構改革、行政改革について、副町

長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   樋口和人副町長。 

○副町長（樋口 和人君）   決意は今、町長がやりますということでございま

した。私のほうは、今、５カ月たって、どうも組織が手前向きと言うか、内向きに

なっているということに徐々に気がついてまいりました。 

 つまり自分たちに都合のいい組織体制になっているということが、少しわかって

きましたので、これを町民に向けたときにどうなのかという体制ということを基本

にして、今、総務部と一緒になって、さまざまな取り組みを始めておりますので、

多分３月の議会には、そのことについてご審議願うことになるだろうと、こんなふ

うに思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 以上です。 

○議長（南部 武司君）   山本陽一郎議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   ありがとうございました。 

 これで私の一般質問を終わります。 


