
○１番（近藤 治隆君）   今年の締めくくりの最後の一般質問を仰せつかまつ

りました近藤治隆と申します。 

 先ほどテレビで北朝鮮の衛星というか、ミサイルが発射されたというのをちらっ

と見ましたけども、何か牽制されているような、余りいい気がしませんが、詳しい

情報は知りませんので、余り言いませんけども、今の日本というのが、やはり政党

が乱立して、余り体制的にもよくないのかなというのは、自分の意識の中でありま

す。 

 私が政治活動を始めて１年ぐらいが過ぎようとしています。最初の活動は忘れも

しません、クリスマスの日に街頭演説に立ったんですけども、自分で何を言ってい

るのか、正直全然わかってないぐらい緊張しまして、それから約１年、今でもたま

に何を言っているか、わからなくなることもありますけども、その後、活動を経て

選挙に当選させていただきまして、今ここに立っているわけであります。 

 支持者の皆様には、最初の１年間は勉強させてくださいと懇願して、１年間は勉

強の年とさせていただきました。しかしながら、ふたを開けてみると、政治家とい

うのは常に勉強をと、これからついて回る勉強があるのかなと思ってます。１年と

言わず、ずっと勉強していく気構えと全力投球で、これからも頑張っていきたいと

思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは今年最後の一般質問をさせていただきます。 

 通告書のとおり、質問は３点でございます。０歳から２歳児保育について、２番

目に食育について、３番目に道路計画についてです。 

 １つ目の質問は、０歳から２歳児保育について、教育長のほうにご答弁をお願い

したいんですけども、答弁を聞く前に、まず私の考えを先に述べさせていただきま

す。 

 私は０歳から２歳児の幼児保育というのは各家庭で行うべきだと、親が愛情を持

って育てるべきだと基本的には思っています。 

 しかし今の日本の経済的なことを見ても、私たちの世代の給料のことを見ても、

どうしても共働きが増えてくる。日本はデフレからの脱却もできずに、共働きの家

庭が多い中で、０歳から２歳児保育というのはどうしても必要不可欠なのかなと。

経済的に見ても、働くことは否定することもできませんし、私も逆に女性が社会へ

出ていくというのも必要だと思っています。 

 しかし０歳から２歳児保育というのは、家庭で行いたいと思っているにもかかわ

らず、経済面からパートに出ていると。大体年１００万円ぐらいを稼ぐ目処ですか

ね。それぐらいのパートに出ている方が少なからずいるわけで、そういう方たちの

声も聞こえてきます。 

 そこで現状の東員町の０歳から２歳児保育ですね、教育委員会のほうの現状と方

針の見解をお示しをいただきたいと思います。 



 よろしくお願いいたします。 

○議長（南部 武司君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   近藤議員からの「０歳から２歳児保育について」

のご質問にお答えをいたします。 

 最初に０歳から２歳児の保育の状況をお答えいたします。 

 まず、各年齢のクラス定員は、０歳児が３人で１クラスとなり、保育士１人が担

任として保育を行っております。１歳児につきましては４人で１クラスとなり、２

歳児につきましては６人で１クラスになります。各年齢の町全体の園児数につきま

しては、１２月１日現在で、０歳児が２３人、１歳児が５６人、２歳児が６３人で

ございます。 

 ０歳から２歳児の教育委員会の方針につきましては、東員町立保育園として、０

歳児、１歳児、２歳児のカリキュラムを作成しており、そのカリキュラムに基づき

保育を行っております。保育士は愛情をいっぱい注ぎながら、子ども達と信頼関係

を築き、それぞれの発達段階に応じた丁寧な保育を行っております。 

 現在、教育委員会で策定に取り組んでおります「１６年一貫教育プラン」では、

将来直面するであろうさまざまな課題に対し、自ら考え判断し、主体的に対応して

いく力、そして、他者とのかかわりの中で共に支え合い、新しい社会を創造してい

く力を有する人間の育成を目指しております。 

 その理念の実現に向け、０歳から２歳児につきまして、次の３つのことを大切に

取り組んでいきたいと考えております。 

 まず、将来の確かな学力の育成のために、たくさんの愛情を受けながら全身で喜

びをあらわすことができる力を育んでいきたいということです。 

 ２つ目に、豊かな心の育成に向けて、たくさんの愛情を受けながら、探索活動や

身体活動を行い、自分の要求を出すことができる心を育みます。 

 ３つ目に、健やかな体の育成に向けて、親や保育者に見守られながら、自分から

楽しんで探索活動や身体活動ができる力を育みます。 

 この大きく３つに力点を置きながら保育を進めていきたいと考えております。 

 先ほどのご提案というのは、後ほどということですか。 

 というような方針で、私は東員町の０歳から２歳児までの保育を推進していきた

いと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（南部 武司君）   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。 

 提案のほうなんですけども、その前に、実際聞いていても、０歳から２歳児保育

というのをなくすというのは不可能かと思いますし、これからしっかりと運営して

いただきたいと思っています。３つの重点というのが、なかなかいいものかなと。 



 ただ、ちょっとここに資料があるんですけども、これからいろいろと説明してい

くんですけども、私は０歳から２歳児保育というのを、なぜ家庭でやるべきかと。

できるかできないかは別としても、なるべくそっちの方向で、町としても推薦して

いただきたいなと思うのは、２つの点がありまして、１つは母乳育児を全面的に推

奨していただきたいのと、２つ目が愛着育児ですね、余り聞かれないかもしれない

ですけど、それを進めていただきたいなという、２つの提言が私の最も大きな要因

です。 

 話す順番がぐちゃぐちゃになってしまったので、戸惑っている部分もあるんです

けども、２つ目の愛着育児ということの中に、教育長が言われた３つのことが掲げ

られています。 

 日本のことわざに「三つ子の魂百まで」ということわざがありますけども、本当

に昔の人というのはよく知っているなと。今いろいろな研究がされて、ＷＨＯから

とか、いろいろと出ているんですけども、今回愛着育児に関しては特に欧米ですか、

欧米のほうで「アタッチメント・ペアレンティング」という育児法があるそうです。 

 それが今一番話題になっていまして、要するに抱っこを推奨する育児法なんです

けども、これによって起きるメリットというのが、ずらっと書かれているので、あ

る程度省きますけども、身体・精神・運動神経などの健全な成長と、赤ちゃんに自

信を植えつける、自立心を芽生えさせる、ストレスとか社会への適応能力の高い人

間になっていく、幸福な人格形成、知能を高める、泣く時間が減少する、親子との

きずなが深まる、これはほとんど教育長が掲げられていることに当てはまっている

とも思うんですけども、０歳から２歳児まで親が育てることで、親がいかに抱っこ

をすることで、人格形成とか、いろいろなものに影響されるという研究が既にされ

ていて、それを逆に私は何か確かに保育園でもできるのかもしれないんですけども、

家庭で行ったほうが間違いなく効率がいいという言い方はおかしいかもしれません

けども、いいんではないかなと思います。 

 もう１つのほうの母乳教育ですね、これも同じで、１９９０年に既にＷＨＯのユ

ニセフがイノティーティ宣言ですかね、ちょっと日本語では余りないような名前な

ので難しいのですけども、イノティーティ宣言を発表しています。これは母乳育児

の重要さを世界中に広めようという活動で、大分日本にも浸透してきてまして、母

乳が与える影響というのが、多分皆さん、一般の人でも知っているのは免疫力がつ

くとかという利点があるかなとは思うんですけども、実際それのほかにもデータを

見てみますと、数値を持っているはずなんですけど、ぱっと見つからないので、肥

満率が２２％減少するとか、コレステロール自体も６．９ミリグラムの低下と。子

どもの成人病の予防にもなるというふうなことが言われていると。 

 子どもに対してのメリットというのは結構言われていたんですけども、今は母親

に対してのメリットもありまして、例えば乳がんになりにくくなるとか、子宮頸が



んにもなりにくくなるとか、そういうような発表もされています。だからこそ、私

は母乳育児というのも推奨していただきたいという点があるんですけども。 

 ちょっとここの部分で母乳育児と愛着育児ですかね、その点というのは何かデー

タとか見解とかあるんでしたら、お示し願いたいと思うんですけども、お願いしま

す。 

○議長（南部 武司君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   データというのは持っておりませんけれども、私

どもが今「１６年間一貫プラン教育」を考えている中でのいろんな学習を進めてお

ります。その中でも先ほどおっしゃられたことが、愛着が今の３歳児までの子ども

たちが足りないのではないかということで、０歳から３歳児まで、もっと言うなら

ば、おなかにいる時から親が子どもに対して本当に愛情をかける言葉がけをする。

赤ちゃんが生まれたら、いっぱい抱きしめて、ほほ笑みを被せて、わからなくても

いいんです、いろんな言葉のシャワーを浴びせることが、温かい人間の言葉のシャ

ワーを浴びせることが、人間が健全というか、普通に育っていく子どもであるとい

うようなことで、私ども「１６年間一貫プラン」の中には、そのことを大事にして

おります。 

 母乳育児というのは、ちょっと私わからないところがありまして、どうこうだと

いうのは言えないのですけども、本当に子育ての分野での第一次的な責任というか、

保護者の方がそういうような、いっぱい愛情をかけて頑張っていただくということ

だと思っております。 

 私どもの責務としては、それでも保育に欠けるお子さんとか、家庭のいろんなご

事情の中で保育が欠ける方が出てくるんです。そのために私どもは保育環境を市町

村の責務として整えるというのが、私どもの責任だろうと思っております。 

 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。 

 最初に言ったように、保育園をなくすというのは僕も無理だと思いますし、必要

なものだと思ってます。先ほど言われた提案なんですけども、０歳から２歳児保育

というのは、平均して１人当たり月１６万円近くかかっているんですね。というこ

とは年間にすると１９０万円ぐらいかかっていて、多分いろいろな家庭の方からし

ても余り知られてないかなと。 

 そんなにかかっているんやという方が結構いらっしゃいまして、実際に自分らが

保育料を払った金額で、何か賄われている感が今出ていると思うんですよね。実際、

行政サイドから、これだけのお金が動いているからこそ、保育園が維持されている

ということが余り伝わっていないのかなという部分もありまして、そういうのも含

めて、ご提案という形で今回答弁させていただくわけですけども、月約１６万円近



くかかっている現状なので、運営費を逆に家庭への手当てとしてはどうなのかなと

思うんですけども。 

 仮称というか、適当に名前をつけたんですけども、家庭保育手当てですね、家庭

で保育をされた場合は手当てを支給する、その金額はいろいろと考えなければいけ

ないところはありますけども、仮定として５万円の手当てを出したとして、きっち

り枠におさまれば、１人当たり月１１万円近く安くなるわけですよね。施設等の維

持管理費とかも含まれてくると思いますので、そんなにきっちりとはいかないとは

思うんですけども、逆に予算をかけずして、子どもを育てる親ごさんへの手当てと

して支給できる枠組みではないのかなと。もちろん０歳児が減れば１１万円以上の

可能性もありますし、それ以上の効果があるかもしれないですけども、２歳児の場

合はそれよりも薄れるとも思います。 

 これにはほかにもまた利点がありまして、同僚議員の質問の中で教育長も答弁さ

れてましたけども、教員の確保が困難と。教員の確保が困難と言われた中で、この

政策の場合は臨時保育士も減ることができると思うんですね。例えば０歳児が今の

枠組みで３人減ったら保育士が１人要らなくなるということなので、臨時保育士の

数も減らすことができるという点では、これも１つの利点なのかなと。また親の利

点としても、先ほどから私の答弁の中でもありました、親が育てることによって、

子どもの成長過程でも、子どもの今後の人間形成としてもいいものであると、そう

いう利点もありますし、パートに行かずに子育てに集中できると。 

 例えば第５階層区分の親の方ですかね、給料がということですね、保育園の支払

いが２万６，５００円と今なっていますけども、第８階層だと４万５，５００円と、

いろいろな階層が分かれていると思うんですけども、その枠組みの中で所得制限を

設ける必要があるにしても、例えば第５階層の方が、その政策に適応した場合は２

万６，５００円を払わなくてすむ、かつ５万円の支給がもらえるような形になるわ

けですね。ということは７万６，５００円の利益というのは、ちょっと違うかもし

れませんけども、そういう手当てになるのではないのかなと。 

 確かに第８階層とか、給与所得の高い人たちには余り当てはまるべきものではな

いとは思うんですけども、その辺の枠組みはきっちり考えていただいて、そういう

政策があってもいいのかなと私は思っています。 

 これはあくまでもすべての人にいくわけではなくて、自由意思なんですね。あく

まで自由意思で、働きたい人は働いてもらって結構です。どうしても子育てが大変

だから保育園に預けたい方、預けてもらっても構いません。でも子育てをしたいが、

経済的に余裕がない人たちに対して、こういう政策を打ち出していきたいと私は考

えてます。 

 私が聞いたところによりますと、少なからずいます。そんな何百人も聞いたわけ

ではございませんけども、何十人と聞いて、そういう方もいらっしゃいますし、し



っかりとそういう枠組みを町としても上げていただきたいなというのが私の思いで

す。 

 パートに出て１０万円ぐらい稼いで、その中から保育園のお金を出して生活費に

充てると。正直何をしているか、子どもが１人ならいいですけど、２人、３人とい

る方にしてみれば、何をしているかわからないパートというふうになってしまうの

で、そういうのを正直なくしたいなというのが、もともとの私の考えです。 

 今回政策としては利点が結構ありまして、もう一度おさらいさせていただきます。 

 予算の削減と臨時職員の削減、母乳・愛着育児の促進がまずできますよね。子ど

もたちへの人間形成の向上もできますよね。こういうことからいろいろなメリット

があると。デメリットというのが、ちょっとすみません、僕には余り思いつかなく

て、またその辺も逆にご答弁の中で、こういうことがあるんじゃないかと言ってい

ただけるとありがたいんですけども、そういうことから一つのご提案をさせていた

だきます。 

 これに対する見解を教育長、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）   お答えをいたします。 

 お答えというか、まだはっきりきちんと見解として私が答えられるかどうかとい

うのは自信がありませんけども、０歳から２歳児を家庭で保育し、補助金を出すと

いう内容は、一つの子育て支援、福祉的なものの方法の一つであるなというのは思

います。 

 先ほども申しましたように、私どもも子育ての第一次的な責任は父母にあると思

っておりますので、そこですごく頑張っていただきたいと。 

 ただ、お聞きした中だけですのであれなんですけども、２歳までの子育てをする

中心の方は、お母さんと仮定されている。子育ての中心になるのは女性の方という

のを想定されているのではないですか。男女関係なくということですか。私はもし

女性だけを限定するのであれば、現在、女性の社会進出というところの分野におい

て、若干いろんな課題が、慎重に扱わなければならない課題が生まれてくるであろ

うなという感じがしますし、働ける条件がある中で、働かないで補助金をもらうと

いうような形になりますと、ある面で、自分で頑張らないとあかんところもあると

思うんです。自助という面で。共助と公助という面では、一つの考えがあるかわか

りませんけれども、私どもが保育所を設置するというのは、どうしてもできない。

ご家庭という形に来ていただきますので、自助という観点でどうかなという感じが

します。 

 もう１つは働き方なんですけども、家で子育てをしている人と、どうしても働か

なければならないというところの人の支援するお金を、その人だけに手当てを出す



ということが、公平性の面で本当にいいのかどうかなというのも、少し私が聞いた

感じで思ったところであります。 

 申しわけありません。雑把な意見というか、そういう形になりますので。 

 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。 

 男女共同参画ですかね、女性が進出するという。僕としては、これはあくまでも

母乳育児なので、母乳育児というのは、できれば本当はお母さんのお乳からあげて

ほしいなとは思うんですけども、特に着眼しているのは、２つ挙げた中の２つ目で、

愛着育児と、これが一番僕の中で重要で、要するに肌と肌を、子どもと親が合わせ

ることによって、今までだったら例えば抱き癖がつくからとか、わがままに育つと

か、肺の運動にいいからといって、赤ちゃんを結構泣かせていた育児方法がとられ

てたんですけども、これというのが全く逆の話で、いかに肌に合わせている時間が

長いかによって、親との間に強い信頼関係ができ、自信が植えつけられ、自然に自

立心を芽生えさせると。このことによって自立した子どもへの成長への考え方が、

先ほど言った愛着育児と、アタッチメント・ペアレンティングという考え方であり

まして、なので、なるべくその時間を設けていただきたいというのが、もともとの

私の考えです。 

 自助という言葉を使われていたので、それに対してなんですけども、ちょっと僕

にはわからないのですよね。正直、町から出すお金としては、逆に手当てをしたほ

うが低い可能性が出てくるわけで、それが公平性が保たれないというのはどういう

ことでしょうか。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）   働いている人と、おうちにみえて子育てをする人、

今、議員のご提案はおうちにみえる人にいくらかの補助金を出すと。しかし、本当

はおうちにおりたいんやけども、やっぱり働かざるを得ないとか、働きたいという

方もみえますけれども、その方には出さないんですよね。そこの部分で、同じ子育

てをしているのに公平性に何らかの問題があるのではないかなという疑問形です。 

 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。 

 何となくわかりました。ただ、僕としてはやっぱり枠組みが違うだけで、お金は

出しているのかなと思いますので、保育園にお金を出しているか、親にお金を出し

ているかの違いかなと思っています。 

 この提案の中で、ちょっと載ってないんですけども、町長にもお伺いしたいんで

すけども、町長のご意見としてはいかがなものでしょうか。 



○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   母乳・愛着ということで、全くそのとおりだという

ふうには思いますけれども、先ほど教育長が述べられた条件に、もう一つ、今の社

会問題から、善良な親ということが加わってくるんだろうなというふうなことを思

います。 

 それと今、男女共同参画ということで、女性の社会進出というのが言われていま

す。少しデータなんですが、我が国の生産年齢人口のピークは１９９５年なんです

ね、今もう少なくなってます。２１世紀に入ってから１０年間で、１５歳からでは

なくて、２０歳から５９歳の人口、要は本当に働く人口が約７００万人減少してお

ります。 

 そんな中で現在の高齢者は２０３０年がピークで、今、３，０００万人です。２

０３０年に３，７００万人になるということは、どんどん働く人が減っていくとい

う現状にあります。今高齢者で働いてみえる方が約５００万人ぐらいだと言われて

ますけれども、現在、女性の労働力としては、２，６００万人ぐらいあります。２

５歳から４９歳までの専業主婦が６００万人を超えている。そうすると７００万人

ぐらい減って、高齢者で５００万人ぐらい埋め合わせができているけども、あと２

００万人ぐらいどうするのということになると、ここはもう女性の社会進出しか、

日本の社会が持続していくにはないんじゃないかと。そうすると単純に計算します

と、専業主婦の方が３人に１人は社会へ進出してもらわないと、日本の社会全体が

もたないよという、今現状になっているんじゃないかなと。 

 そういう意味もありまして、女性の社会進出というのは、これからどんどん行わ

れていくんではないかと思いますし、我々はもっともっと、男女共同参画と言いま

すけど、そういう社会を目指していくべきだし、女性を応援していくべきだという

ふうに思ってます。 

 言われることはよくわかるんですが、この社会のニーズというものも、今の社会

形態が完全に変わってきてますから、そういうことも考えていかなければならない

んじゃないかなというふうに思います。 

○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。 

 いろいろ勉強になりますけども、私の考え的には、３年間しかないわけですよね。

０歳から２歳児までというのは。その中で３年間のことを労働者人口と置きかえる

のであれば、３年というのは何分の１かになってしまうのかなと思うんですけども、

実際に３分の１の方が働かなければいけないかもしれませんけども、半分ぐらい働

いたとしても、全然３年というのは賄える人口だと思うんですね。期間があくまで、

労働者人口の２０歳から５０歳までの期間というふうに考えるんであれば、確かに

町長のおっしゃるとおり、女性が出ていく中で３分の１の方が働かなければいけな



い時代が来た場合には、そのような計算にはなるとは思うんですけども、例えば２

０歳で生んだ場合には２３歳までしか、僕が推奨している育児というのは３年間を

基本的には考えているので、極端な話をすれば、２３歳から５０歳までは働けると。

そういうように考えてます。 

 その辺についても、結局一つ一つの取り方かもしれませんけども、本当に母乳育

児と今回の政策に関して、何とか進めていただきたいというのがあって、結局母乳

育児と愛着育児というのを進めるべきだと考えているから、こういう提案が生まれ

たわけで、これから担っていく世代ですかね、私たちの子どもというのが。これの

資料によると、ＩＱとかも高くなるんですよね、愛着育児というのは。そういう世

代を担わせるためには必要な枠組みなんじゃないかなと。 

 今の政策の枠組みで保育を言うならば、日本は確かにそういうふうな町長の言わ

れるような政策やと思います。ただ世界的に見ると、男女共同参画の進んでいる国

というところで、逆に今の私が言ってる愛着育児とかの問題が出てきて、今取り組

んでいるわけですね。将来的に見たら、日本もこれは間違いなく起きてくる問題だ

と私は思ってます。だからこそ今のうちに、愛着育児とか母乳育児をどんどん推奨

していくべきだと考えてますので、どうぞご理解をいただきますようお願いいたし

ます。 

 １つ目の質問を終わらせていただきます。 

 ２つ目の質問になりますが、２つ目は食育について、こちらもまた子どものこと

ですみませんが、今回の質問は「弁当の日」の推進に向けて、私の全国の同士と共

有するのを目的に質問させていただきます。 

 「弁当の日」と聞くと、給食がある中で、親が子どものために弁当をつくる日と

勘違いしがちですけども、今回取り上げさせていただく弁当の日とは、子どもだけ

でつくるというルールのもとに成り立つものです。いわゆる買い出しから調理、片

づけ、そして箱詰めと、全部子ども自身でやることを目的としています。 

 シンプルな方法ながら、子どもの自立心、食育、そして家庭のきずなですね、教

育長が取り上げられていた幼稚園の３つの要素ですかね、それにも結構付随すると

思うんですけども、こういうような取り組みがいいかなと。実際こんなことを話し

てますけども、東員町では行われています。 

 この取り組みは２００１年、香川県のほうで、竹下校長という方がいらっしゃい

まして、その方が取り組みを始めて、平成２３年１２月２２日現在では、４７都道

府県の中の８８８校が「弁当の日」というのを取り上げてます。結構な数字かなと

思うんですけど、まだまだ浸透力がないかなと。 

 これは私としても取り組みをどんどん、日本全国に進めていきたいという考えか

ら、今回東員町で既に行っていることを、ほかの市町へのアプローチというか、今



まで行ってきたメリットやデメリット、問題点、そして進めてきた課題を共有する

意味でもお聞かせいただければなと思いまして、今回質問させていただきます。 

 現在６年生だけの取り組みとなっていますけども、５年生や中学校への拡大、回

数の拡大などを考えていらっしゃるかどうか、見解をお示しください。 

○議長（南部 武司君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   近藤議員の食育についてのご質問にお答えをいた

します。 

 東員町が昨年度より行っている「弁当の日」は、東員町教育基本方針にも掲げて

おります東員町学校教育目標「確かな学力・生活力を土台にして社会に参画する力

の育成」にも大きく関わっており、「自立する力」「人とかかわる力（社会性)」、

「困難を乗り越える力」の３つの力が育つと考えております。 

 また、今の子どもたちは、料理をはじめとする生活に関する雑多なことに、なじ

みのないことになっている現状があります。「弁当の日」を通して、家事や暮らし

の大切さを伝えたいと考えております。特に「子どもたちの心の空腹感」が大変深

刻化している状況を憂慮しております。 

 子どもたちは「自分の存在感が感じられない」という心理的空腹感であります。

子どもたちが自分の存在感を感じ取るのは２つの場面があると私は思います。一つ

は、自分を育てるのに生き生きとしている親を見る時です。もう一つは、自分の成

長を喜ぶ親を見る時であります。「弁当の日」を通して「子育ては楽しい」と喜ぶ

親の姿を見せることは、大人たちの責務であると考えます。私たちはそのような願

いを持って「弁当の日」に臨んでおります。 

 議員がおっしゃられた「弁当の日」なんですけれども、３つの決まりがあります。

ご存じだと思いますけれども、１つ目は、「自分で作る」という決まりであります。

子どもたちは献立から片づけまで１人でするという決まりであります。そしてその

ことができるようになりますと、実は子どもたちは自分一人で弁当をつくっている

ことにならないことに気づきます。子どもたちは弁当づくりで親から離れる自立を

するのではなく、実はたくさんの人のおかげで自分があることに気づくようになり

ます。この気づきが私たちは自立と考えたいと思っております。 

 ２つ目の決まりは、現在は「６年生」という節目に行うということです。この決

まりの隠し味は、「通過儀礼」であります。発達段階の過程で適度の壁を乗り越え

る体験をすることであります。現代では「通過儀礼」の手法をうまく学校に取り込

むべきだと思っております。 

３つ目の決まりは東員町では「月１回 年３回」ですけれども、この決まりの隠

し味は、インターバルトレーニングです。必ずしもこのように取り組まれていると

は言えませんけれども、一カ月間隔の繰り返しが、技量の大きな向上を実現するの

であります。繰り返しが、「つい手伝ってしまう親。つい手伝ってもらう子ども」



の意識改革につながります。「作ったことがある」から「作ることができる」そし

て「作ることは楽しい」と発展するために、適度の期間を設けて適度に繰り返すこ

とが大切であると思っております。 

私どもは、この３つの決まりを通して「弁当の日」を進めていきたいと考えてお

ります。 

 去年から取り組んでおりますので、いろんな作文とか出ております。「弁当の日」

を実際に体験した子どもの感想を紹介をいたします。 

 「今日はお弁当の日で、自分でお弁当を作って学校に持って行きました。私は５

時３０分に起きて作りました。作ってみると、とっても大変でした。３０分以上か

かりました。でも、お母さんは、毎朝お弁当を２つ作っていくので、とっても大変

だと思いました。次はもっと上手にできるようにして、おかずも変えていきたいで

す。次も頑張ります。」 

 普段なら５時３０分には起きないであろう子どもが、弁当づくりのために早起き

をしております。そして、毎日お弁当を２つも作っているお母さんのことを思って

おります。毎日の食事を準備してくれている家族の苦労がわかり、感謝しなければ

いけないと思ったということであります。さらに次回の「弁当の日」への意欲も伺

えます。 

 また、広がりといたしましては、夏期休業期間中の部活動の日に、自分で弁当を

作って参加する中学生が出てきたり、幼稚園では、親子で作る弁当のレシピ交換等

の取り組みが進められているとも聞いております。わずか２年足らずの取り組みで

はございますが、まだまだ紹介し切れないほどの数々のすばらしい姿が、この取り

組みから生まれてきております。 

 「弁当を作る」ただこれだけのことではございますが、子どもたちは大きく変わ

るのであります。また、「大丈夫かな、大変だな」と、最初は心配していた親や教

師も、子どもとかかわったり、子どもの主体的な姿を見たりする中で、この取り組

みのすばらしさに気づき、前向きな考えに変わってきているのではと感じておりま

す。 

 しかし、昨年度の取り組み後のまとめの中に、課題として、いろんな課題が挙げ

られております。「家庭の事情によって、取り組みの難しい家庭がある」「早朝の

時間帯につくるということで、準備、調理、詰める、片付けまで少々無理があるの

ではないか」「保護者への説明が難しい」「仕事をしてみえる保護者などには負担

に感じることもあるのではないか」「火の取り扱いが心配」等が、学校や家庭から

挙げられておりました。今後も課題等の検討を行い、保護者の皆様のご理解を得な

がら、私どもは進めてまいりたいと考えております。 

 冒頭でも述べましたが、子ども自らが弁当を作ることは、家族の愛情に気づき、

感謝の気持ちを持つなど、今まで以上に家族のきずなを結びつける取り組みとして、



意義あることでございます。来年度から始めようとしてございます「１６年間一貫

教育プラン」の中にも勤勉性を育んだり、自我を確立したりする児童期から青年期

にかけて、豊かな心の育成として、「弁当の日」に取り組み続けていくことを明記

をしております。 

 また、来年の７月には、町内では３回目になりますが、先ほど議員もおっしゃら

れました竹下和男先生の講演会を予定をしております。「弁当の日」の実施回数や

実施学年の拡大については、これも学校と協議をしなければならないと思っており

ます。学校と協議をしながら前向きに取り組んでいきたいと考えておりますので、

どうかご理解賜りますように、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）   すばらしいご答弁をありがとうございました。 

 また、すばらしい取り組みを、先立って東員町がやっていることにも感謝いたし

ます。 

 時間も迫ってきたので、ささっとというか、ざっくりいきますけども、「弁当の

日」というのが、確かに僕は聞いた時に、ものすごくいいもんやなと感じました。

これをまず取り上げた経緯だけ、教えていただいてよろしいですかね。 

○議長（南部 武司君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをいたします。 

 子どもたちが本当に先ほど教育目標を言いましたけれども、生きる力をどう育て

ていったらいいのかということは、私ども学校の先生や、私ども教育委員会でも本

当に大きな課題として考えておりました。 

 その中で、もう何年も前からやっております「弁当の日」というのがあるという

のは知っておりましたけれども、私たちの本当のきっかけは、子どもたちに生きる

力をつけなければならない、でも財政的に何かを出動してと。変な意味ですけども、

お金がかからないで、知恵を出してできるものは何かということで、校長先生たち

ともいろいろお話をさせていただきまして決めたと。 

 最初の本当のきっかけは、うちの今、あすなろ学園に研修で行っている指導主事

が、自分のお子さんが高校で「弁当の日」の講演を聞いて、これはいい取り組みで

ある、東員町でも何とかできないかというようなお話がありまして、先ほど申して

ましたような、いろんな先生と相談をしながらやったということでございます。 

 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。 

 いろいろな声が全国でも上がっているみたいで、逆にその辺も共有させていただ

こうと思っています。 



 その中でも子どもたちがやりたがっているし、やればできると。それを大人がわ

かっていなかったんだと気づかされたという声は、僕にとってはすごい大きいなと

思いましたね。 

 確かに子どもの力を信じて見守る大切さというのが、今の社会には結構欠けてき

ているのかなと。時間がないという理由で家族団らんが失われている現実もありま

すし、危ないと言って、大人が子どもの危険を遠ざけたりする現実も多々増えてま

す。失敗は責められ、再挑戦を奪われてきた反省点もあるかと思います。 

 「弁当の日」の真意は給食の否定ではなく、給食の食材の管理や運送、献立、調

理など、先ほど教育長も言われましたが、料理などの段階で工夫や努力に気づいて

もらいたいというのが真意だと私は思ってます。 

 この取り組みを先立って行われていることは本当にすばらしいことだと思います

ので、今回の内容をまた全国の同士にも伝えて、一つの糧にしていただきたいと思

っています。 

 ありがとうございます。 

 では３つ目の質問に入らせていただきます。時間が迫ってきましたので、ざっく

りいきます。 

 昨日、種村議員の一般質問にも上がっておりました質問になりますけども、一部、

私のほうに質問を振られておりましたので、質問をさせていただきます。 

 今回大型店舗の計画が東員町にある中で、将来的に交通渋滞などの問題が起こる

可能性が高いと考えています。今後の道路計画とか、あとは通学路の計画とか、そ

の辺の計画などをお示しいただければなと思いますので、建設部長のほう、よろし

くお願いいたします。 

○議長（南部 武司君）   藤井浩二建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   近藤議員の道路計画についてのご質問にお答え

を申し上げます。 

 １点目の大型店舗の計画に伴う交通渋滞などの問題が想定されることによる道路

計画についてでございますが、長深地内において、イオンショッピングセンターが

来年１２月に開店の予定でございまして、開店時には交通量の増加が予想をされる

ところでございます。 

 平成２７年度には東海環状自動車道東員インターが新名神四日市ジャンクション

方面へ開通の予定でございますので、周辺の交通量の増加も見込まれるところでご

ざいます。 

 東員町インターを中心とした幹線道路といたしましては、いなべ市、四日市市方

面は既にバイパスとしての国道３６５号が、２車線ではございますが、完成をいた

しております。また、桑名市方面につきましても、県道桑名大安線が中上地内にお

きまして道路改良工事が進められており、平成２７年度には完成予定でございまし



て、計画上、特に問題はないかと考えているところでございます。 

 しかしながら、東員インターから北方面、役場方面でございますが、総合文化セ

ンター西の交差点が三差路となっており、交通支障の一つと現在もなっております。 

 本町の都市計画道路計画では、当該交差点を北へ直進し、東員駅の上を高架で北

勢線を越え、その後、カーマホームセンター東の道路につながる計画道路となって

おりますが、具体的な事業内容、時期等については全く決まっていない状況でござ

います。 

 また、東員駅が既にできまして、駅の上を高架で越えることは非常に困難と考え

るところから、東員駅の東の踏切を利用した道路計画も検討しているところでござ

います。 

 いずれにいたしましても膨大な経費が伴いますことから、私は県道桑名東員線の

改良も考慮し、今後の状況も見ながら検討してまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

 ２点目の三和小学校、東員第一中学校の児童生徒の通学路への影響について、お

答えを申し上げます。現在ショッピングセンター建設予定地周辺は、開店時の完成

形で、歩道、横断歩道が既に整備をされておりまして、通学路としてご利用をいた

だいております。 

 今後、買い物客等、通行車両の増加に伴い、著しく通学路に影響を及ぼす場合に

は、学校、地元自治会、警察、開発業者でございますイオンリテール等、関係機関

と協議を行いまして、通学経路の見直しや信号機等の規制も視野に入れながら、よ

り安心して通学いただける環境整備に努めてまいりたいと考えております。 

 ご理解賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

○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。 

 とりあえず計画はないということですか。都市計画道路の計画はあるにしても、

大型店舗が来ることによって、交通渋滞が起こるかもしれないですけども、それに

対する緩和の処置とかの計画はないということでよろしかったですかね。 

○議長（南部 武司君）   藤井浩二建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   お答え申し上げます。 

 今、先ほど私の答弁をさせていただきました幹線も、いわゆる私どもの道路の完

成はほとんど県道、国道でございまして、今現在、私が非常に心配しておりますの

は、国道３６５号のバイパスが完成をいたしまして、旧３６５号は東員町のほうに

移管をされます。先の議会で道路認定をお認めいただきまして、今、県と移管につ

いて協議中でございます。その道路を見ますと、南大社地内におきましては、山上

川沿いはかなり狭くなっておりますし、長深地内はかなりクランク等も多ございま



す。しかしながら、今直ちにそれを改良するということは、家並みもございまして、

大変不可能な状況と考えております。 

 そのような中から、地元自治会からご相談をいただければ、大変恐縮ではござい

ますが、自ら規制というようなこともございまして、例えば地域内へは何時から何

時までは入れないよとか、これは地元の方も痛みを伴いますので、大変きつい規制

でございますが、そのようなことも規制に入れながら対処してまいりたいと考えて

おります。 

 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。 

 何となくわかりました。 

 私が思っていたのは、県道１４２号線の役場と総合文化センターの間と南大社の

国道３６５号線ですね、あと県道９号線ですかね、そのあたりと、あとは長深の何

号線か調べてなかったんですけども、三和小学校から南へ行った道、ちょうど三差

路になるようなところですね。あの辺が全部抜け道になってくる可能性があるのか

なと思ってまして、そこを考えている理由としては、やはり通学路と、ここが一番

重要かなと私は思ってまして、その中でいろいろと交通渋滞等があって、なるべく

早目の対策をしていただきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 これで私の一般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。 


