
○９番（木村 宗朝君）   今回は３点の質問をいたします。 

 まず１点目の質問は国民健康保険特別会計について、生活福祉部長に質問します。 

 この質問は、一般会計から国民健康保険特別会計へ繰入れをすることは公正かと

いう質問であります。 

 これは世代間格差問題とよく似ているのではないかと思います。早稲田大学の須

田教授は、高齢者には年金・医療・介護などに手厚い給付が行われる一方、それを

支えるサラリーマンなど現役世代には、子育てなどの支援が少ないまま、負担が重

く、社会保障における負担と給付の世代間格差が大きくなってきていると指摘して

います。 

 ＯＥＣＤの基準で、日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、スウェーデ

ンの６カ国を比較したデータでは、年金など、高齢者への支出割合は、日本以外の

平均が３８％に対し、日本は５４％です。その一方で、育児支援などの支出割合は、

５カ国平均が１０％に対して、日本は４％にすぎません。ここ数年の政治もその傾

向であります。 

 子ども手当ての減額の一方、公的年金の支給額を物価下落に合わせて減らす規定

が実施されず、衆議院解散前に、ようやく引き下げる法律が成立しました。払い過

ぎの年金額は、年間約１兆円に上ります。 

 これも特例で、１割に据え置かれている７０歳から７４歳の窓口負担を２割に引

き上げる措置は、実施時期が未定のままであります。社会保障本来の考え方からす

れば、患者の一部負担は年齢ではなく、所得を基準にして定められるべきでありま

す。 

 その健康保険のことでありますが、公的医療保険は、大きく分けて、大企業など

に勤めるサラリーマンが加入する組合健保が約３，０００万人、中小企業のサラリ

ーマンが加入する協会健保が約３，５００万人、公務員などが入る共済組合、約９

００万人、年金生活者、自営業者、非正規雇用者などが加入する国民健康保険が約

３，９００万人、そのほか７５歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度が約１，

４００万人であります。 

 現役世代の多くは組合健保、協会健保、共済組合に入っていて、そこで保険料を

納めています。その上、現役世代の者は、町へ納めた住民税などから、国民健康保

険に入っている人の分を繰入金という形で、また納めているということになります。

それが公正なのかということであります。 

 そこで質問であります。 

 過去１０年、一般会計から国民健康保険特別会計へ繰入れをした額を教えてくだ

さい。 

 ２つ目、繰入れをしている市町は県内ではどれだけありますか。 



 ３つ目、繰入れをすることは、他の健康保険に加入している人にとって不公平で

あると思うのですが、そのようには考えられませんか。 

 ４つ目、今後も繰入れを続けるのですか。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（藤田 興一君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   木村議員からの、国民健康保険特別会計に

ついてのご質問にお答えいたします。 

 １点目の、過去１０年の一般会計から繰入れをした額は、とのご質問でございま

すが、平成１５年度、平成１６年度に３，５００万円、平成１７年度から平成２１

年度までが５，０００万円、平成２２年度に６，２００万円、平成２３年度に５，

０００万円、平成２４年度に４，０００万円を、それぞれ一般会計より繰入れをい

たしております。 

 ２点目の、一般会計から繰入れをしている県内の市町数は、とのご質問でござい

ますが、平成２３年度決算によりますと、２９市町中、１６市町が繰入れを行って

おります。 

 ３点目・４点目の、一般会計から繰入れを行うことによって、他の健康保険に加

入している人にとって不公平では、今後も繰入れを続けるのか、とのご質問でござ

いますが、国民健康保険制度が抱える構造的な問題として、加入者の年齢構成が高

く、医療費水準が高いこと、無職の方や年金生活者などの低所得者層が多数加入さ

れており、医療費の増嵩や、保険料の高額化につながっている状況にございます。 

 このような中、社会的弱者といわれる高齢者や低所得者の高額な保険料の負担を

緩和する観点から、一般会計からの繰入れは必要であると考えております。 

 今後、負担の公平性と国保財政の状況を勘案しつつ、適時判断してまいりたいと

考えております。 

 なお、新年度予算におきましては、国保財政調整基金から１億円、一般会計から

３，０００万円繰入れをし、１人当たりの保険料を前年度と同水準といたしており

ます。 

 よろしくご理解賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（藤田 興一君）   木村議員。 

○９番（木村 宗朝君）   国民健康保険の年齢構成とか、今言われたようなこ

とはよくわかりますけれども、もし今言っていただいた３，５００万円とか、５，

０００万円とか、６，２００万円とかいうものを繰入れしなかったとしたらどのよ

うになっていたかを、ちょっとお願いいたします。 

○議長（藤田 興一君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   お答えいたします。 



 過去３年間で言いますと、平成２１年度、５，０００万円を繰り入れております。

もし繰入れをしなければ、約１，８００万円の赤字となっております。平成２２年

度は６，２００万円繰入れをいたしましたが、もし繰入れをしなければ、約４，５

００万円の赤字となっております。平成２３年度は５，０００万円、繰入れをいた

しておりますが、もし繰入れがなかったとすれば、約２，０００万円の赤字となっ

ていました。 

 以上です。 

○議長（藤田 興一君）   木村議員。 

○９番（木村 宗朝君）   過去３年間、言っていただきましたが、いずれも繰

入れをしなければ赤字ということでありますが、安易に繰入れをするということが

いいのかどうかということだと思います。本来は、赤字になれば保険料を値上げす

るということになるんだと思います。繰入れをしているから黒字なんだということ

になってしまっているのではないかと思います。 

 それで、繰入れをしなくても赤字にならないために、保険料を上げないためにど

うするかということをみんなが考えないと、いつまでたっても繰入れをしたら、そ

れでいいのだということになると思うんですね。 

 そのためには、もちろん適正受診を心がけるとか、あと一つは、今いろいろ言わ

れていますジェネリック医薬品を利用する、これをきちっとやる、こういうことを

きちっとやって保険料を値上げしない、国保会計を赤字にしないということだと思

うんですね。この辺のことをやってみえるのかどうかをお聞きします。 

○議長（藤田 興一君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   医療費の適正化につきましては、先ほど木

村議員言われましたように、ジェネリック医薬品の活用を普及するために、保険証

更新時に、全加入者あてに、ジェネリック医薬品の希望カードを配付するなど、周

知をいたしているところでございまして、またそのほかに、成人病の予防を目的と

した特定健康診査も実施しまして、そういうことで予防を図るという観点から、医

療費の適正化に努めてまいることと考えております。 

 以上です。 

○議長（藤田 興一君）   木村議員。 

○９番（木村 宗朝君）   今言っていただいたことは、きちっとやっていただ

くとして、国保に入っている人が全てそういう社会的弱者といいますか、そういう

ことではないと思うんですね。２０代で結婚しているほうが、よっぽど生活は苦し

いのではないか。一人一人違いますけど、そういうようなことも考えます。 

 例で言いますと、私の入っている組合健保ですけど、保険料収入が約３００億円

です。その中から高齢者医療などに使われる納付金というのがありますけども、国

が決めた額ですけど、それが半分近く、１４１億円を国へ納めてます。それは皆さ



んが入っている共済組合も同じことだと思います。半分近くを国へ納めて、それが

後期医療なり、国保なりというところへ投入されていると思います。 

 そのおかげといいますか、そのために、去年は私の入っている組合は７億円の赤

字になりました。それを補うためには、積み立てた貯金からそこへ補填するしかな

い。それがなくなったら保険料を値上げするしかないんですね。１４０何億円の拠

出金のおかげで、自分たちは値上げせざるを得ないという状況に、どこの健保でも

なっていると思います。 

 国保のことをいいますと、国保は黒字だから値下げしてもいいのではないかとい

う議論をする人もおりますけども、そういった国保の内情を考えたとしても、若い

人、サラリーマンにとっては、どうしても納得できないことだと私は思います。 

 それで、きちっとそのようなことを、ジェネリックを使うとか何かということを

やってもらうとして、さらに一般会計から繰入れをしているから黒字になっている

だけですよと、それをきちっと言ってもらわないと、若い人にとっては不公平感が

増すだけだと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（藤田 興一君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   お答えさせていただきます。 

 今後、国保制度の仕組みとか財政状況、財源の仕組みとか、その辺をもっと公表

するなど、町民の皆様にご理解が得られるよう、努力してまいりたいと考えており

ます。 

 また、医療費の適正化についても、いろいろ理解していただくように努力させて

いただきます。 

○議長（藤田 興一君）   木村議員。 

○９番（木村 宗朝君）   ぜひともお願いをいたします。 

 もう１つお聞きしたいのは、市町村単位の国民健康保険から、将来的には都道府

県単位の広域化の話があると思いますが、そのようになれば、町からの繰入れがな

くなるのではないかと思うんですが、広域化になる見通しがどのようになっている

かをお聞きします。 

○議長（藤田 興一君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   都道府県単位の広域化につきましては、民

主党政権下では、平成３２年と想定しておりましたが、新政権交代後につきまして

は、まだまだ具体的な年度の公表はされておりませんので、広域化の時期とか、各

市町から繰入れが可能かどうかというのは、今現在のところは不透明な状況ではご

ざいます。 

○議長（藤田 興一君）   木村議員。 

○９番（木村 宗朝君）   今の議論を聞いて、町長はどのようにお考えなのか

をお聞きしたいんですけれども、北海道大学の大学院の宮本教授もこのように言っ



ています。「政治は層が厚くなる高齢者へ配慮して、社会保障の配分は高齢者偏重

になっている、これは若者に比べ、投票率の高い高齢有権者が増え、その世代に配

慮した政策に重点が置かれ、予算が多く配分されている」と指摘しています。 

 婚活という言葉をつくった中央大学の山田教授も、そのような宮本教授の考えを

受けて、「そのような政策のために晩婚化・少子化が進み、結婚しない人が増えて

いる原因の一つになっているのではないか」と指摘しています。 

 これは政治の責任であると思います。今言ったようなことは国の責任であります

けど、国保の一般会計からの投入とかいうことについては町の責任だと思います。

消費税を上げると言うと選挙に勝てない、小泉さんが「私の任期中には消費税を上

げません」と言ったほうが選挙に勝てる、これで本当にいいのかどうか。 

 だれもが高福祉を望んでおるんですけど、高福祉にしようと思ったら、当然高負

担になると思います。私は中福祉、中負担でいいと思うんですけど、高福祉、低負

担というのはあり得ないと思います。責任が出る国ではあるまいし、負担を少なく、

福祉だけ高くというのはあり得ない話だと思います。 

 声の大きいというか、そういう年代の人は、当然そのようなことは言われます。

しかし公正に政治をやるというのは政治家の務めだと思いますが、町長は最後にど

のようにお考えでしょうか。 

○議長（藤田 興一君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   私は直接この問題に答えられるのかどうかは別にし

て、今、若い方の負担というのは非常に大きくなっているのではないかなと。例え

ば年金問題にしろ、いろんな問題で、若い人に負担の比重がかかっているのではな

いかなということを、非常に懸念をしておる一人でございます。 

 そういう意味からも、今、議員ご指摘のことにつきましても、少し町のほうでも

考えさせていただいて、検討をさせていただきたいというふうに思いますので、よ

ろしくご理解賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（藤田 興一君）   木村議員。 

○９番（木村 宗朝君）   よろしくお願いをいたします。 

 ２点目の質問にいきます。 

 ２点目は学校の統廃合について、町長に質問いたします。 

 以前に東員第一中学校の移転について、同僚議員が質問し、将来的にはそのよう

なことを考えているような答弁であったかと思います。 

 桑名市では幼稚園２４園を１１園に、５カ年計画で再編すると聞いています。全

国的に見ても統廃合の話はよく耳にします。 

 東員町でも中学校の移転、小学校の移転や統廃合、幼稚園・保育園を含めた統廃

合について、そのような考えがあるのであれば、お考えをお聞かせいただきたいと

思います。 



○議長（藤田 興一君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   木村議員の学校の統廃合についてのご質問に、お答

えをさせていただきます。 

 ご承知のとおり、本町でも少子高齢化が進行する中、今後さらに厳しい財政運営

が求められることになり、財政の硬直化は避けられないことでございます。 

 こうした中、ただいまご質問をいただきましたことにつきましては、昨日も南部

議員からご質問をいただいたことと重複をいたしますので、答えが重なるかわかり

ませんけども、ご容赦いただきたいと思います。 

 幼稚園・保育園、小中学校の統廃合に関しましては、町といたしましても検討項

目の一つであるというふうに考えております。 

 ただこのことは、例えば小学校は地域に密着しているとかいうこともございまし

て、大変繊細な問題だというふうに受け取っておりますので、教育委員会とも慎重

に議論を重ねていかなければならない、財政のことも含め、大きな課題であるとい

う認識は持っておりますので、今後、教育委員会と検討を重ねていきたいというふ

うに思ってます。 

 詳細につきましては教育長から答弁をさせていただきますので、よろしくお願い

します。 

○議長（藤田 興一君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   学校の統廃合についての木村議員のご質問に、お

答えいたします。 

 まず幼稚園、保育園についてでございますが、ご承知のとおり、幼保一体化整備

を進めてまいりました。平成１９年度末に、全ての小学校区ごとの施設が完成した

ところでございます。幼児教育から小学校教育へと、生活や学びの連続性を踏まえ

たこうした施設やシステムは、他の自治体には余り例のないことでございまして、

こうした貴重な教育環境の利点を生かした幼児教育・保育をさらに推し進めてまい

りたいと考えております。 

 一方、小中学校につきましては、それぞれの地域に根差し、地域で育まれてきた

歴史ある学校でございますので、統廃合は簡単にできるものではないと思っており

ます。 

 しかしながら小中学校等に限ることではございませんが、施設を多く所有し、老

朽化への対応を含めて、維持管理をしていくことは、大きな財政負担を生じること

となります。 

 職員配置や維持管理等、効率性から見れば課題も多くございます。とりわけ小中

学校の施設につきましては、その多くが築後３０～４０年が経過していることから、

来年度、長寿命化計画を作成することとしておりますが、今後の児童生徒数の状況

も踏まえながら、移転や統廃合も視野に入れていく必要はあると考えているところ



でございます。 

 また近年、近隣市町におきましても、学校の統廃合が課題となっているところが

あるようですし、既に統廃合を行ったところもあると聞いております。今後、近隣

市町のそうした状況も勉強し、参考にさせていただきたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、学校等の施設の維持管理を含めた長寿命化計画や、移

転、統廃合につきましては、大変大きな課題であると思っております。今後も、町

長部局と十分に協議を積み重ね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申し上げます。 

○議長（藤田 興一君）   木村議員。 

○９番（木村 宗朝君）   中学校、小学校、幼稚園、保育園、一つずつ質問を

いたします。 

 中学校に関してですが、東員第一中学校は、以前は東員町立ではなく、東員町桑

名市中学校組合立であったために、町の中心ではなく、現在の場所につくられたも

のだということだと思います。東員町立になっている現在、三和、稲部、神田の生

徒が通いやすい、その真ん中あたりにつくるということは当然であります。しかし、

それだけの理由で移転を考えるのは、財政面からは、余りメリットがないのではな

いかと思います。 

 東員第一中学校と東員第二中学校を１つにするという考えがないのか、この辺を

お伺いします。これはずっと先の話というか、将来的な話で結構でございます。 

○議長（藤田 興一君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   木村議員のご質問にお答えをいたします。 

 ご質問にお答えする前に、学校の統廃合の手順、標準というか、私どもが考えて

いかなければならないことがあります。それは学校の規模が適正かどうかという、

まずその判断をしなければならない、学校規模適正化基本方針というのをつくり、

そしてその中で適正規模の基準というのを町でつくらなければならないと思ってい

ます。 

 国のほうでは適正とは申しませんけれども、標準学級として、小学校で１２学級

から１８学級と設置しておりますけれども、ただし書きがありまして、地域の実情

によってそれは、ということはあるんですけれども、東員町内にある学校が、今多

くは大体５段階に分けます。どういう状態になるか。 

 例えば過小規模の学校か、小規模の学校か、適正規模の学校か、大規模の学校か、

過大規模の学校か、この５つに、それぞれの地域によって学級数はあれですけど、

多くは過小規模の学校というのは５学級以下、小学校でいきますと、複式学級がど

こかでできる学級を過少学級といいます。 



 小規模学級としては６から１１学級が、大体いろんなところで選定をされており

ますけれども、まずそういう学校の分類を、方針をつくり、しなければならないと

思います。 

 そして分類をした後に、学校の適正規模をどうやって確保していくかということ

で、大体３種類いわれています。１つは統廃合です。２つ目は通学区域を変えるこ

と、３つ目は、東員町の場合には地域性があるので、山間部とか、ここは適正規模

であっても対象にはしないというような、非対象地域というのを選定されていると

ころが多くあります。 

 そしてそういうところを方法をとりながら、今度はある時期になり、学級が過少

になった場合にはどうしていくかというのを決めていきます。その前にも、先ほど

も申しましたけども、町長部局との連携を進めながら、保護者への説明をしながら、

そして準備会等を設置して、保護者やＰＴＡや、いろんな方に入っていただいて進

めていくというような事業を考えていかなければならないと思っております。 

 先ほどの一中と二中のことなんですけれども、今、東員町には、申しわけありま

せんけれども、学校規模適正化基本方針というのをつくってありません。まだでき

ておりません。ですから今から述べることは、私の私案になります。私案というか、

私の考えです。申しわけありませんけれども。 

 一中と二中の統廃合は、私ども教育委員会としても、将来的には論議をしていか

なければならないなと思っております。それは一中二中の生徒数、皆さんもご存じ

だと思いますけれども、一中は微増か保っている、二中は、私の子どもがおった時

には１，０００人ぐらいおりましたけれども、それがぐっと減っているという状況

にあります。 

 長寿命化計画と今後の児童生徒数によりますけれども、そして東員町の財政もか

かわってきますけれども、一中を移転か改築か、そしてその後に二中の改築かとす

ることに対して、僕は個人的には東員町は財政的にそれに耐え得る力は、やっぱり

難しいのではないかなと思っております。ですから将来的なものとして検討してい

かなければならない課題の一つだと思います。 

 以上です。 

○議長（藤田 興一君）   木村議員。 

○９番（木村 宗朝君）   中学校についてはわかりました。 

 小学校です。小学校については旧村のほうは、なかなか距離的なこともあって難

しいのかなというふうに思いますが、ネオポリスの３校は距離的に近く、人数も現

在笹尾西小学校が１９５人、笹尾東小学校が２４９人、城山小学校が１８３人とい

うことであります。 

 笹尾東は２クラスの学年もありますが、笹尾西・城山は、全ての学年が１クラス

であります。６年間、クラス変えをしないという利点もあるとは思いますが、でき



ないデメリットというのもあるのではないかな。もう少し人数が多いほうが、子ど

もにとってもよいのではないかと考えます。今言われた財政的なこともあってのこ

とでありますが、今の１学年１クラスということを考えると、１つにしたほうがい

いのかなという私の考えですけど、どのように思われるでしょうか。 

○議長（藤田 興一君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   基本的に適正規模ということを方針をつくってお

りませんので、私の考えということで、お答えをさせていただきます。 

 小学校は、特に地域とのつながりが深い結びつきがあると思います。それぞれの

学校で、地域で育まれたり、支えられた歴史が非常にあると思います。現在の複式

にもなっていない学級の規模で統廃合をするというのは、難しいかなという感じは

しております。 

 小学校の場合には、特に登下校の通学距離の問題があります。統廃合をするいろ

んなところでも、小学校では大体４キロ以内、中学校では徒歩で６キロ以内という

ところの統廃合というのが、いろんなところで述べられておりますけれども、それ

にしても地理的条件等も考えれば、なかなか難しいところがあるのではないかなと。 

 ただ、将来の児童生徒数がどうなるかというのが、ある面で、まだ生まれてこな

い子どもたちの場合もあって、予測が立たないところがあるんですけれども、激減

した場合とか、状況によったり、東員町の、それこそ先ほど申しましたような財政

状況を考えた場合というのでいきますと、今後慎重に検討を進めていかなければな

らない、小学校においても課題が出てくるのではないかなと思っております。 

 以上です。 

○議長（藤田 興一君）   木村議員。 

○９番（木村 宗朝君）   幼稚園・保育園については今のほうがいいと言われ

ましたので省略しますけども、便利であるということは、財政的に大変なことだな

ということで、６つがいいのかなという質問をしたかったんですけど、しないとい

うことでしたので、省きます。 

 次にいきます。３点目の質問であります。 

 ３点目は中学校の部活動について、教育長に質問します。 

 現在、国が学力向上のために学習支援員を学校に派遣する事業を検討しています。

三重県では本年度、スポーツによる地域活性化と５年後のインターハイや８年後の

国体開催を見据えた競技力向上に取り組むということでありますし、低下が懸念さ

れる子どもの体力向上に、スポーツ経験者の学校派遣事業などを進めるということ

であります。 

 学校の勉強や体育の授業は、その制度を活用してもらうとして、中学校の部活動

に地域の外部指導者を派遣する方法は考えられないかということを、教育長に質問

します。これも重複してますので、同じような答えになるかもわかりませんが。 



 その前に３つ質問します。 

 中学校の部活動はどのようなものがあるのか、２つ目、部活動の顧問はどのよう

に決められているのか、３つ目、部活動の指導について課題はありませんか。 

 この３点について、お願いいたします。 

○議長（藤田 興一君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   中学校の部活動についての木村議員のご質問にお

答えをいたします。 

 最初に、中学校の部活動にはどんなものがありますかというご質問ですが、東員

第一中学校には１０の部活動があります。バレーボール部男女、バスケットボール

部男女、卓球部男女、男女でのサッカー部と吹奏楽部、軟式野球部男子、ソフトテ

ニス部女子です。 

 続いて東員第二中学校には９つの部活動があり、バスケットボール部男女、男女

の陸上競技部と吹奏楽部、軟式野球部男子、ソフトテニス部女子、ソフトボール部

女子、バレーボール部女子、卓球部女子でございます。 

 次に部活動の顧問の決め方でございますが、部活動の顧問は、校長が教員の希望

を踏まえ、それぞれの教員の経験や専門性を考慮し、全体のバランスも考えながら

決定をしております。 

 最後に部活動の指導についての課題はありませんか、というご質問についてでご

ざいますが、課題といたしましては、職員が必ずしも担当する部活動の経験や指導

経験があるとは限らず、顧問への負担が非常に大きくなったり、技術面の十分な指

導が困難な場合があったりします。校務の多忙化により十分な指導ができない場合

も生じることがあります。 

 部活指導は早朝練習があったり、特に夏場の放課後の部活動では、勤務時間を超

えて活動をしたりします。顧問がつけない状態での部活動は、安全管理上できるだ

け避けたいので、会議や打ち合わせが部活指導後になることも多く、授業のための

教材研究や事務の処理の時間が勤務時間内に確保できない状況があります。 

 また、生徒の希望や保護者の期待もあり、土曜日や日曜日等に部活動を行うこと

も少なくありません。週休日、土日のどちらかに休みを設定するように指導してお

りますが、対外的な関係や協会の大会や相手のある練習試合等で、土日両日とも部

活動を行うこともあります。必然的に小学校の教職員に比べ、中学校の教職員の時

間外労働時間は多くなっており、教職員の健康維持のためにも、勤務時間の縮減が

大きな課題であります。 

 指導の課題ではありませんが、生徒数が減少すれば部活動が成り立たない部が生

じ、教職員定数が減れば、安全管理面で、現在の部活動数を維持できない状況も生

まれております。 



 部活動の意義は大きく、今後も大切にしていきたいところでございますが、課題

も多く、勤務時間のマネジメントをはじめ、できることから改善を図っていきたい

と考えておりますので、ご理解いただきますようにお願い申し上げます。 

○議長（藤田 興一君）   木村議員。 

○９番（木村 宗朝君）   先ほど課題をたくさん言っていただきましたが、多

分そのようなたくさんの課題が部活にはあると、私も思っております。 

 それで先ほど言いました外部指導者ということを考えてはどうかという質問であ

りますが、総合型地域スポーツクラブが全国で約３千できております。そのクラブ

と中学校の運動部の連携が注目されておりまして、文部科学省もその連携を後押し

をしています。 

 いろいろな課題もあると思いますが、そのようなクラブに限定しなくてもいいと

思いますし、地域の人が自分の今までの培ってきたものを、学校の文化部も含めて、

部活動を応援するといったことを、本気で考えてもいいのではないかというふうに

思います。一部では、そのようなことをしていただいていると聞いておりますけれ

ども、本格的に考えたらどうかなというふうに思いますが、教育長としてはどうお

考えでしょうか。 

○議長（藤田 興一君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   川瀬議員の部活動のご質問の時にも、お答えをさ

せていただきましたけれども、教職員の、特に中学校の過重労働ということに対し

ては、看過できない状況になってきていると思っております。 

 部活動も、今、教員の熱意と使命に頼っているというか、そういうところがある

んですけれども、何とかそこの部分を改善をしていかなければならないという思い

であります。これは私どもがやります、というだけではありませんで、学校側の状

況等もありますので、学校側の要望も聞きながら、十分に協議を進めていきたいな

と思っております。 

 以上でございます。 

○議長（藤田 興一君）   木村議員。 

○９番（木村 宗朝君）   私なりに考えたんですが、課題というか、なかなか

難しい面というのを２つ考えまして、部活動は学校教育の一環であるということを

理解しない外部指導者であったらだめだなと。そういう人を外部指導者として招い

たら難しいなということです。 

 たとえて言うと、試合に勝つために、３年生まで１回も試合に出れない子も出て

くる。しかし試合に勝つためにそれを優先する。これが教育上というか、最後に１

回出れるとか、あるいは練習試合は出れるとか、そういうような配慮ができるかど

うかというのが、外部指導者を入れてもいいかどうかなというのが１つ。 



 もう１つは、顧問の先生の立場を考えない外部指導者であったらだめだなと思う

んですが、あるところで聞くと、東員町外ですが、そういう指導者が来て、先生を

横に置いてというか、無視ではないですが、その人が主導的立場に立って、先生の

立場を無視してしまう、こういうことが起こり得るのではないかと。この２つがあ

ると思うんですが、この２つについてどう思われますでしょうか。 

○議長（藤田 興一君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   木村議員のような方に、ぜひ外部指導者になって

いただきたいなと、改めて思っております。 

 私も、もうそのとおりだと思います。部活動を改善していくための方策として、

外部指導者の導入ということがいろいろ言われております。そして員弁郡市でも、

先ほどおっしゃったように、私らも情報を持っておりまして、うまくいく外部指導

員と、うまくいかなかったという事例があります。 

 うまくいかなかったのは、よく広まりまして、中学校の先生はすごく警戒をする

というのがあります。うまくいった例は、それこそ先ほどおっしゃっていただいた

ような学校の教育の一貫である、朝から晩までビシバシやるのではなくて、適度な

時間を使って科学的なトレーニングをされた方というのは、非常にうまくいってお

ります。うまくいかなかったのは、やはり学校との意思疎通がなかなかいかなかっ

たというところがあります。 

 私どももうまくいった事例を参考にしながら、先ほど申しましたけれども、学校

と十分協議をして、意向をつかみながら進めていきたいなと思っております。 

 以上です。 

○議長（藤田 興一君）   木村議員。 

○９番（木村 宗朝君）   最後に、よい点といいますか、利点、外部指導者を

招くことによって、こういういいことがあるのではないかと思っているのを４点言

います。 

 先ほども教育長言われましたように、先生の多忙さを解消できる、指導している

顧問の先生と話をすると、父兄から、土日もきちっと練習してくれと言われるんや

と。言われるけど、僕にも子どもがいて、子どもと遊びたいですよねと。当然の話

でありまして、休日は自分の子どもと遊びたい。それを自分の子どもとは遊ばずに、

土日、朝から晩まで練習するのはどうかな。 

 私もそう思っておりますので、例えば土日は外部指導者に任せる、休んでもいい

体制に、できるだけ意思疎通を図って、土日は外部指導者に任せる。ただし、１週

間の間、７日間ずっと練習するのは体にもよくないと思うので、平日２日ぐらい休

日をとる。そのことによって先生は随分ゆとりといいますか、ゆとり教育というの

は、僕は先生のために必要であると思うんですが、土日も休めて、平日も２日ぐら

い休めて、職員会議も早く始められるとか、そういうことでいいのではないのかと。 



 ２つ目は、上手になりたいという子どもの手助けができる。私の場合を言います

と、私も中学校、高校と部活をやってましたが、中学校も３人ぐらい顧問が変わり

ました。高校でも２人から３人、毎年のように顧問が変わりました。そしてもうち

ょっと上手に教えてもらえば、自分も上達したなという思いはずっと持ってます。

もうちょっと専門性のある先生に教えてもらいたかったなというのがあります。も

しそういう外部指導者がその時にいたとしたら、子どもの不満もなくなるのではな

いかなと、こういうふうに思っております。 

 それから３つ目は、子どもと同じように、親もそのように思っている。特に親の

話を聞きますと、中学校の部活に本当は入れたいんだけども、もっとうまくしたい

ので、子どももそう思っておるので、ほかのクラブというか、中学校の部活ではな

く、違うクラブに入らせるんやと、こういうような声を多く聞くので、もし中学校

の部活が充実しておって、外部指導者もおって、技術的にも教えてもらえるんであ

れば、本当は中学校の部活でやらせたいんやという声を多く聞きますので、そうい

うふうなことをしたらどうかということです。 

 ４つ目は、そのようなことはないとは思いますし、私も聞いたことも見たことも

ないんですが、体罰が今後あるとすれば、集団で指導することによって、そのよう

なことがなくなるというか、今までどおりないのではないかというふうに、この４

点を挙げたんですけど、今のことについて教育長、どう思われますでしょうか。 

○議長（藤田 興一君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えいたします。 

 学校の教師が聞いたら大変喜ぶと思います。私どもがいろんなところで部活動の

改善の検討、いろんなところで検討し、いろんなところで本や資料で研究というの

が出ておりますけれども、そういうものを見た中でのことと、ほぼ同じ考えを木村

議員は述べられたと思います。 

 以上でございます。 

○議長（藤田 興一君）   木村議員。 

○９番（木村 宗朝君）   これで終わりますけれども、先生の中にも情熱を持

ってやってみえる方がたくさんみえますので、全てがそのようにしたらどうかとい

うことではありません。家庭を犠牲にしてでも私はやりたいんやという方もみえる

と思いますし、私はそれが生きがいやという方もみえると思いますので、その方ま

で、ということではありませんので、ぜひともそういうことも含めて、ご検討をい

ただければなというふうに思います。 

 これで終わります。 


