
○６番（上原 君代君）   日本共産党の上原君代でございます。 

 今回は３点の質問をさせていただきます。 

 １点目はまちづくり政策について、２点目は喜び農業について、３点目は小中学校の教

育について伺います。明解なご答弁をお願いします。 

 １点目のまちづくり政策について伺います。 

 １つ目ですが、町長の公約であるコンパクトシティ構想などに基づき、平成２４年度、平

成２５年度にまちづくり土地利用計画策定、まちづくり戦略構想策定の予算がつけられま

した。以前、町長の答弁で東員駅南を高齢者住宅や歩いて行ける病院、地産地消に伴う

朝市などができる一角にする開発構想、また旧笹尾第一保育園跡を省エネで環境を配慮

した住宅地開発で若い人たちを呼び込むモデル地区を、とお聞きしました。部分的ですが、

賛同する面もあり、計画策定に関心を持ってきました。現時点の計画策定の進み具合い

と町長の思いをお聞きします。 

 ２つ目ですが、２年にわたり、まちづくり計画策定予算の一部が使われていません。報

告では、職員によるまちづくり策定プロジェクトチームをつくり、練り上げた新しいまちづく

りの提案なるまとめで、９つの提案をしたものを平成２５年８月末にいただきました。平成２

５年度は提案の実現に向け、諸団体の意見を聞いたりすることを職員で行い、策定委員

会やアドバイザーへの委託を行わなかったとのことで、やはり予算は一部しか使われま

せんでした。 

 予算が使われなかったことで、それを否定するものではありませんが、町長が提案して

いたまちづくり計画との接点とか、その変更、今年度予算での計画も含めて、まちづくり計

画の概要をお示しください。 

 よろしくお願いします。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   上原議員のまちづくり政策についてのご質問にお答えを申し

上げます。 

 １点目のコンパクトシティ構想は、東員駅を中心とした、高齢者が住みやすく、利便性が

高いエリアを、笹尾・城山地区の住宅団地再生を考え合わせながらつくっていこうとするも

のでございます。 

 構想に沿いまして、国土交通省やＵＲ都市機構、あるいは民間都市開発推進機構など、

また三重県の農林水産部などとも相談をさせていただいたところでございます。しかし東

員駅前の土地利用につきましては、関係法令の規制等が非常に厳しいということでありま

すので、これを我がほうの意向として一気に進めていこうということには無理があるなとい

うことで、少し難しいと判断をいたしました。 

 そこで２点目のご質問のまちづくり計画の経緯とも重なるところがございますけれども、

当該地の土地利用計画策定というものを予算をつけておりましたけど、これからその前提

となる東員町全体の将来像を策定するという方向へシフトをいたしまして、今、議員ご案



内のように、庁内の若手職員からなる「新まちづくり戦略構想プロジェクトチーム」を組織し

まして、いろいろな角度から検討を重ね、新しいまちづくりへの提言をいただいたところで

ございます。 

 これを受けて今後は職員が地域の中に入り込んでいって、地域の皆様とじっくり話し合

いを持つことで、その地域や東員町の課題について、町民の皆さんと一緒に模索していく

ところから始めてまいりたいというふうに考えております。 

 その先駆けといたしまして、本年度「まちづくり町民会議」を立ち上げまして、町民の皆様

と職員とがまちづくりについて一緒に考える、そういう場をつくって、来年度予算方針で掲

げました「地域力をつくる」ということの一つとして進めることといたしております。 

 その中で東員駅周辺の活用につきましても検討をしていこうというふうに考えております

けども、来年度はオレンジバスを、東員駅を発着点としたルートに変更するという予定もご

ざいますので、まずは北勢線東員駅を核とした、公共交通と連携したまちづくりという視点

から議論を進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解とご協力賜りますよう、

お願いを申し上げたいと思います。 

○議長（木村 宗朝君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   ２つ目に対するご答弁も今ので終わりですね。わかりました。 

 今、いろんな機関との話し合いとか相談、関係法令の点で少し開発が難しい地域である

ということを伺いました。私もこの話を伺った時には、東員駅南の話はちょっとなと、病院も

六把野地域には耳鼻科とか眼科、内科、歯科が集中しているし、歯科に整形もあるから、

病院をあそこにまとめなくてもなとか、あそこら辺は農業振興地だからという気はしてたん

ですけど、これはちょっと難しいということですね。 

 そして今、私も最初の通告に書かなかったのですけど、旧笹尾第一保育園跡のモデル

地区に、この前聞いた時、私があそこではたくさんの家は建たないと思うんですけどという

ことを言いましたら、モデル地区として考えるからということも聞いたんですけど、その辺

はいかがですか。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   やはりそのように考えておりまして、今、庁内で詰めをしてお

るところでございます。 

○議長（木村 宗朝君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   まだそういうことを考えて探っているというところですね。はい、

わかりました。 

 そしてさっきの２つ目の件なんですけど、平成２６年度予算で進められるまちづくり推進

事業なんですけど、町民まちづくり会議委員とともに、まちづくり町民会議や、地域に出向

いて、まちづくり町民座談会を開くとのことですが、まちづくり町民会議やまちづくり町民座

談会のメンバーはどのように決めますか。それからまた、毎回違うメンバーなのか、固定

されるのか、伺います。 



○議長（木村 宗朝君）   西村隆嘉政策課長。 

○政策課長（西村 隆嘉君）   お答えをさせていただきます。 

 まず、今年度立ち上げさせていただきました、まちづくり町民会議につきましては、子育

て分野とか環境分野、あと教育分野等でご活躍いただいております委員の方、女性９名と

男性７名にご就任いただいております。議論の途中で、来年度以降におきましてもさらな

る分野の方、またはそのような理由で追加の必要があるということであれば、新たに加わ

っていただく必要もあろうかと考えております。 

 もう１つの来年度、平成２６年度以降に予定をさせていただいております地域に出向か

せていただく、いわゆる今、議員おっしゃられましたが座談会ですね、ここにつきましての

メンバーにつきましては、まだ確定はしておりません。ただ、地域ということでございますの

で、地域の役員さんにもご相談をさせていただきながら開催をさせていただきたいと、現

在のところ考えております。 

 以上でございます。 

○議長（木村 宗朝君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   一応理解をいたしました。 

 平成２４年度までは社協の組織だった市民活動支援ネットが、平成２５年度から役場に

移されて、平成２６年度から事務局に臨時職員を置いて本格的に動き出すことが今回の

予算でわかりました。 

 まちづくりの話し合いは多くのボランティア団体やＮＰＯ、地域の老人会や事業所など、

自主的に活躍している市民活動支援ネットの方々の意見とか援助とかも大切と思うんで

すけど、この点はさっき言われたような地域に出かけるときに呼ぶのか、そこら辺の考え

はいかがですか。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   今のところ、まだ市民活動センターですね、これから町長部

局へ持ってきて開設するんですが、地域で活躍をされる団体、あるいはＮＰＯ、いろんなと

ころの支援、そして役所と協働して地域をつくっていくということの支援をさせていただく、

そういう組織かなというふうに思ってまして、今、政策課長が申し上げました、地域へ出向

いて行くということにつきましては、市民活動支援センターのメンバーもそこへ入れるか入

れないかについては、これから検討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（木村 宗朝君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   はい、わかりました。 

 まちづくりといっても、本当に形にするまでには時間がかかる問題だと思います。でもた

くさんの意見と協力を得ながら、一つずつでも形になるようにお願いして、次に移ります。 

 ２点目の農業政策について伺います。 



 国はＴＰＰを推進し、家族農業を閉め出し、食料自給率を激減させようとしています。そ

の政策のもとで、平成２４年度から人・農地プランをスタートさせ、広大な農地集約で離農

者増を推進しています。 

 東員町でも、平成２５年度から農業者への説明とかアンケート調査などを実施していると

聞きます。農業の一部で、もうかる農業推進はあるとしても、大部分の田んぼの米生産に

対してなど、町長の農業政策をお聞きします。 

 ２つ目ですが、平成２５年度に続き、平成２６年度も喜び農業推進事業が予算化されて

います。耕作放棄地対策の１つとも言われていますが、東員町の新しいまちづくりの一つ

かなと考えます。 

 平成２５年度の中上のいちじくを見せていただきましたが、果実がなるまでの３年ぐらい

は必要かなという気がしました。また、中上のシソ、これは何か余りよくなかったようです。

それにかわって平成２６年度は、ぶどうやブルーベリー栽培の予定とのことですが、この

事業の展望をお示しください。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   喜び農業についてのご質問にお答えをいたします。 

 我が国の農業は、高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加など、今後の農業のあり方

について、５年後、１０年後の展望が描けない地域が増えているという、深刻な状況にあり

ます。 

 「人・農地プラン」は各地域において話し合いを行い、中心となる経営体はどこか、中心

となる経営体へどうやって農地を集めるのか、中心となる経営体とそれ以外の農業者が

共生できる地域の農業のあり方などについてプランを作成するものであります。 

 本町におきましても今後多くの離農者が予想されますことから、人・農地プランの作成に

向け、各自治会での説明会やアンケート調査を実施させていただいており、できる限り地

域の意向に沿った形で担い手農家への農地集積を誘導し、生産性の向上や低コスト化を

目指すことにより、効率のよい農業経営の推進を図ってまいりたいと考えております。 

 続きまして、喜び農業推進事業でございますが、日本の農業政策は、補助金や所得補

償など、お金で問題解決を図り、さらには何か問題が起きれば対症療法による一時しの

ぎで、農業をじっくりと産業として育ててこなかったという経緯があると思っておりまして、

今の日本の農業は、ＴＰＰという国際標準の土俵で戦うだけの体力は残っていないほど衰

弱をいたしております。 

 いくら頑張っても経営が成り立たないという農家ばかりで、計画性を持った生活を営むこ

とは難しく、特に担い手となるべき若者層が農家を継がないというのが現実であります。 

 こうした農業の現実ですが、農業は日本にとって大切な産業であり、本町ではいま一度、

農業の再生を目指し、町独自の政策として、農業経営者の自立や農業者が農業をする喜

びを実感していただくため、喜び農業推進事業と位置づけ、付加価値の高い野菜や果樹

の栽培に取り組みを始めたところでございます。 



 この取り組みの実証ほ場につきましては、風当たりの問題や栽培用の水の確保、将来

の産地化に十分な面積が確保できるかなどを検討させていただき、長深地区の今、耕作

放棄地対策として作物の栽培に取り組んでおります一角の畑地を考えております。 

 野菜栽培につきましては、栽培技術のハードルが高いことや、全国的に特に三重県内

におきましては人材不足でございまして、指導員がなかなか見つからないということから、

この事業での作物栽培にはまだ至っておりませんが、候補地で現在栽培されているにん

じんや玉ねぎなどは、私も試食させていただきましたけども、非常に品質のいいものが収

穫をされておりますことから、これからの計画の方向性を探ってまいりたいと考えておりま

す。 

 果樹栽培につきましては、指導員も見つかりまして、町内の果樹栽培の実績のある農業

者２名ございますが、この２名とともに先進地での研修を行い、今後の取り組みについて

話し合いを行っているところでございます。 

 平成２６年度は、果樹栽培として、ぶどう、ブルーベリーを考えておりますが、長深の実

証ほ場で新たに参画いただける農業者の掘り起こしを行うとともに、観光農園など、新し

い町の魅力づくりにつなげてまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解、ご協力賜

りますようお願いを申し上げます。 

○議長（木村 宗朝君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   今、町長の答弁で、いろいろ果樹のことなんかあったんですけ

ど、私はずっと東員町に広がる米のことについてなんですけど、田園を耕作している、そこ

ら辺なんですけど、国が言う米の補助金のこととか、今まで振り回されていたとかいうこと

は、話は聞いたんですけど、でもやっぱり今、国がやろうとしていることは、直接交付金を、

これも補助金は補助金なんですけど、このお金があるから大規模営農農家とか集落営農

組織がやれているのであって、これが打ち切られたら担い手育成どころか、最悪の担い

手つぶしになると思います。 

 現在、東員町の多くの田んぼは地域の担い手さんとか、地区の営農組織で耕作されて

います。４年後にそのお金が、交付金がゼロになれば所得補償もなくなったら、今、約３０

キロで９，０００円ちょっとやと思うんですけど、それを国が目指しているのは６０キロ９，６

００円、今はそれの倍あるんですよね。大体１０キロ３，０００円ぐらいで買うから、それが６

０キロ９，６００円を国が目指している。その値段に、こういう大規模経営農家とか集落組

織の営農さんが耐えられるのか。 

 それに耐えられないで、補助金ゼロになって、そういう人たちがやめてしまったら、かえ

って耕作放棄地が増えると考えるんですけど、米が今のままの値段であればいいですけ

ど、国が目指しているのはそこではなくて、外国からのそういうのを増やして、ＴＰＰによっ

てそういうことをやろうとしている中で、私はこれは問題と、今までどおりの政策の中でな

らいいんですけど、安い米がいっぱい入ってくる。そしたら今の半額程度に米が値下がり

するんじゃないかという、そこら辺の危惧をしております。そこら辺はいかがですか。 



○議長（木村 宗朝君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   米に限らずですけど、値段というのは僕は市場で決まるもの

だというふうに思ってます。政府がいくら言ったところで、買う人の価値によって変わってく

るわけですね。 

 そういう中で少しずれるかもわかりませんけど、もう１５年ぐらい前ですけど、秋田県の八

郎潟の干拓地、大潟村というところへ行ってきました。あそこは、とりあえず入植した人が

１５ヘクタールを手に入れてやっているということだったんですね。実は昭和４５～４６年ご

ろに入植して、その直後に国の減反政策が始まったわけです。もちろん補助金つきです

ね。 

 我々が行った時に、２つに完全に分かれてまして、すごく所得が高い人、もう離農しなけ

ればならない、あるいは離農した人という２つに分かれてました。 

 どういう方が離農したかというと、減反を受け入れて補助金をもらった人が離農していっ

て、政府の補助金に頼らない、自分たちで生きていくんだといってやっていった人が２，０

００万円、３，０００万円の年収を得ているというような現状を目の当たりに見ました。 

 その人たちが言っていたのは、補助金というのは麻薬だと。もらった時は非常に元気に

なる。だけどそれが少なくなったり、なくなると体力が一遍になくなる。徐々に体力を奪わ

れていくんだと、こういうようなお話を伺ってきました。 

 私は補助金はずっと永久に続いていくものではなくて、カンフル剤であって、これは農業

ばかりではなくて、補助金というのは苦しい時に一時的に出すものだというふうに思ってお

ります。 

 そういう意味で、ちゃんとした農業をしていくということが大事なんではないかというふう

に思っておりまして、ずっと補助金に頼っていくというのはいかがなものかなというふうなこ

とを考えております。 

○議長（木村 宗朝君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   その考え方としてはわかるんですけど、現実として、外国にい

い品物を売れば、外国の富裕層、日本でも富裕層の人は買うでしょう。だけど日本でも、

収入でいうとあれですけど、中ぐらいから下の人は、一部のお金がある人が、高くてもい

い品物だから買う、だけどやっぱり安いお米が半額で入ってくれば、そっちを買わざるを得

ないような人たちが多くなる。もうける農業、やっぱりそれは余裕のある人がそれによって

買ったりして、だから全部の農業がもうける農業は絶対できないと思うんですよね。全部

が買わない。東員町の田んぼが全部そういうふうな高品質ができればいいですけど、そ

れは全部じゃないと思うし、もし全部、日本中がそうなったら、買う人は余ってくると思いま

す。買える人は少ないです。それだけ高くなったら少ないですから、そこら辺のことを考え

ていただきたいなと思います。 



 そして北海道でも、あれだけ大きくやっていても、今この状況の中で反対している人たち

というのは、もう既に酪農なんかは大分減っているということを新聞で読みました。だから

北海道なんかでも、とても太刀打ちできないような安い物が入ってくる。 

 そういう中で東員町の営農さん、今はこれだけで補助があって、町長が言ったようなこと

はわかるんですけど、今の営農程度では、オーストラリアや、ああいう広大な土地のもの

にはとても太刀打ちできない。これがなくなれば今の営農さんや担い手さんまでもなくなる

んじゃないかということがすごく多くなっています。 

 今言われるように、東員町の田んぼがそういう影響なしに守られると、とてもいいんです

けど、国の政策は家族経営をしめ出して、ほとんど企業ですよね、農業と農地を支配させ

ようということを考えてます。 

 そして人と農地の問題に関する東員町のアンケートで見る限り、現在の東員町の現状と

しても、６０歳から７９歳の人が全体の６６％ですが、確かに高齢です。でも兼業農家が７

３％ですので、年金をもらいながら、ある程度仕事の一線を退いた人たちの、そういうこと

だからまだできる。少々お金にはならないんだけど、土地を守るために頑張ってやってい

るというのが現状だと思うんです。そういう人たちだから１０年後の後継者不足は、心配は

心配しているんですけど、自分の農地に対して現状維持と考えている人が６１％もいます。

もうけが出なければすぐ撤退ということを考えるような企業の進出は、やっぱり東員町とし

ては望んでいないのではないかなと思うんですけど、そこら辺は町長は企業がもっと入っ

てくると考えますか。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   今言われたとおり、営農組織というのは、今まだ東員町では

少ないんですね。まだまだ自分は元気だからといって、自分で自家栽培して自分で食べて

みえるという方がたくさんおみえになります。 

 そういうことで、人・農地プランでも地域の意見を聞きながら、農地の集約をして営農さん

へ渡していく、そういう作業はこれからしなければならない。高齢化してもうやめだという方

が増えてきますから。ならないけれども、それでも今は自分でもやれるんだという方がたく

さんみえますから、そこを営農さんと自分で、小さくても農業をやるんだということでやって

みえる方と一緒に共生できる、そんなプランをつくっていくということでございますので、そ

の辺は誤解のないようにしていただきたいと思います。 

 それと今、町内に株式会社が１社ございます。しかしそれは地域の方が、もともと東員町

の方が会社組織にされて、営農をやっていただいているということでございまして、どこか

から会社が入ってきて、そして大きくやるんだというようなことにはなっておりませんし、基

本的には地元、この東員町の方が自分たちの土地を、手放された土地を集約して営農を

やっていただくという形が望ましいのかなということを考えております。その中で、食べるお

米もそうなんですが、片方で飼料米ということもちょっと頭に入れながら、米のバランスと

いうものを考えていくべきではないかなということを考えております。 



○議長（木村 宗朝君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   ありがとうございました。 

 飼料米のこととか、東員町で株式会社と有限会社も多分あると思うんですけど、一応農

業をやっている人が続けてやっているということもあって、そういうふうに、今、町長が言わ

れるように、よそから大企業が入ってくるんじゃなくて、本当に東員町のもともとの人たち

にやってもらえる、そしてまた、営農さんとか集落の人たちが、もうちょっと広げる、そういう

ふうでやっていただけるなら、若くない人でも、定年になった人でもそういう仕事はできま

すので、人数的にもそんなに人数が少なければできると思いますので、本当にそういうふ

うで今後も東員町の穏やかな田園風景が残ってほしいと思って、次に移ります。 

 ２つ目の喜び農業についてですけど、中上のいちじくは、合同会社タケルチェンジに委

託ということを聞きましたけど、今回のブルーベリーやぶどうは、やっぱりそれも果実がな

るまで時間がかかるし、観光とか、加工はまだはっきり言葉はいただいてないんですけど、

こういうことをもし考えれば時間がかかると思うんですけど、どこかに委託をするのか、そ

れともどういうふうにやっていこうと思っていますか。 

○議長（木村 宗朝君）   藤井建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   お答えを申し上げます。 

 まず、先ほど町長がご答弁させていただいた時に、株式会社と申しましたが、今、議員

ご指摘のとおり有限会社でございますので、訂正をさせていただきます。 

 それと平成２６年度から開始をいたします喜び農業のぶどうとブルーベリーでございます

が、基本的には直営を考えております。ただ、直営と申しましても、職員がトラクターに乗

るというのではなくて、私どもがある営農さんとかにお願いをして耕していただいたり、い

わゆる植えつけには例えばシルバーから出てきてお助けいただいたり、そういうことで植

えつけをしていきたい。 

 それについては２名の農家がかんでいらっしゃいますので、その農家の方には積極的

にかんでいただき、指導者の方にもご指導いただくというふうな形で体制をしていきたい。

ただ、今、本当に手探りの状態で、１年間の計画は立てさせていただいておりますが、そ

れについて一生懸命担当が研究しておりますので、どうぞ見守ってやっていただきたいと

思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（木村 宗朝君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   今回は委託しないということで、でも喜び農業推進事業でいち

じくとかぶどう、ブルーベリーなどの果実がなり出してから、他地域にも上手にできたら拡

大していく、そして田んぼとは別に畑をそういうふうに活用していただければうれしいと思

いますので、よろしくお願いします。夢が広がるような農業をお願いしたいと思います。 

 ３点目の小中学校の教育について伺います。 



 現政権は教育再生という名のもとに教育委員会制度を見直し、教育行政に対する首長

の権限を強めて、政治主導の教育に変えようとしています。憲法に沿って教育の自主性

を守るためにつくられた教育委員会制度の根幹を大きく変え、その時々の首長の考え方

に左右されると考えます。この制度見直しについて、教育長の認識をお伺いいたします。 

 ２つ目は、議会前の全員協議会で説明のあった土曜日授業について伺います。 

 県教育委員会の素案の理解はしましたが、やっと定着してきた週休２日制をまたもとに

戻すという問題点をどのように解決していくのか、また公務員が週休２日制のもと、教師も

公務員であり、土曜日授業になったとき、給与などの待遇はどうなるのでしょうか。 

 ３つ目は、小中一貫教育について伺います。 

 小中一貫教育という言葉を少しずつ耳にするようになり、隣のいなべ市でも、この３月議

会で出されたようです。東員町の教育は、ずっと以前から保幼小中のたてのつながりを大

事にした連携教育をしていると思っています。いなべ市では過疎地での複式学級などを

問題にしているようですが、東員町ではどのように考えているのか、伺います。 

○議長（木村 宗朝君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   上原議員の小中学校の教育についてのご質問にお答えを

いたします。 

 まず、教育委員会制度の見直しについてでございますが、議員もご承知のように、教育

委員会制度は戦後教育改革の一環として、教育行政の民主化、教育行政の地方分権化、

教育の自主性確保をねらいとして、教育委員の直接公選制度を基盤に設置をされまし

た。 

 しかしながら運営を巡っての課題も多く、公選制度が政治勢力の不当な介入を招くとい

う批判から、昭和３１年に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の成立に伴い、

現行の教育委員会制度に移行をいたしました。 

 地方教育行政法制定の趣旨は、教育の政治的中立と教育行政の安定を確保し、教育

行政と一般行政の調和を進め、国、都道府県、市町村の連携を密にすることの３点にあ

るといえます。 

 今回の改革案が成立すれば、昭和３１年の教育委員公選制廃止に次ぐ大転換になると

考えます。 

 新聞報道によれば、今回の改革案の特徴は４点あります。 

 第１点目は、教育委員会の人事・任命権についてであります。その中味は、教育委員会

トップの教育委員長と、教育委員会事務局を指揮監督する教育長を統合し、新ポスト「新

教育長」（仮称）を設置すること、新教育長と教育委員の任命権を首長が持つこと、新教

育長の任期を、首長の意向を反映しやすくするために教育委員の半分の２年とすることで

あります。 

 第２点目は、首長は重大事が起きた場合、教育委員会に対して措置要求することがで

きるということであります。 



 第３点目は、首長が主催し、教育行政の大綱的方針や学校の組織再編、教職員定数と

いった重要事項を議論し決定する「総合教育施策会議」（仮称）を設置するということで

す。 

 第４点目は、教育委員会は最終権限のある執行機関という位置づけになるということで

あります。 

 現行の教育委員会制度に対しまして、責任が明確でない、権限が分散されてわかりづ

らいというご批判があることも承知をしております。 

 しかし、これは政治力学的見地からの意見であり、教育の中立性を考えたとき、ある一

定の人物に権限を集中させることは望ましくないものであるという考えから生まれてきて

いる制度でありまして、決して制度上の欠陥によるものではないと考えております。 

 現行の教育委員会制度では、首長は予算執行権、議案提出権などの権限行使、教育

委員会は執行機関としての役割を果たし、教育長は教育事務全般にわたり委任された事

務を、最高責任者としての自覚のもと、住民から選ばれた首長の意向を重く受けとめつつ、

教育委員会の同意と協力を得ながら事務に専念し、それぞれの権限と責任のもと、教育

行政が進められてきています。 

 権限の分散は、教育の中立性の担保を目的として考え出された仕組みであると評価す

べきものであると考えます。 

 今回の教育委員会制度改革について、私個人としては、教育というものは継続した方針

のもと安定的に進めることが重要で、子どもたちに力をつける基本であると認識をしてお

ります。 

 そのために教育の中立性確保や安定、継続性を阻害することのないようにと願っており

ますし、今後の教育改革の動向が、真に未来を背負う子どもたちのための教育を考えた

ものになるよう、注意深く見ていかなければならないと思っております。 

 次に、土曜授業についてお答えをいたします。 

 このことにつきましては、先般の全員協議会の場で概要を説明させていただいたところ

でございますが、現在、桑員地区２市２町で協議を重ねておりまして、平成２６年度につき

ましては、各種関係団体との調整等が必要になることから、試行的な実施にとどめ、あわ

せて来年度早々に、仮称ではございますが「桑員地区土曜授業実施検討委員会」を設置

いたしまして、平成２７年度以降の土曜授業実施に向けて協議することといたします。 

 土曜授業の実施につきましては、昨年の９月末に文部科学省の「土曜授業に関する検

討チーム」から示されました最終まとめや、三重県教育委員会が示した「公立小・中学校

における土曜授業について」の素案に基づき、桑員地域として一定の方向を出させてい

ただいたものでございます。 

 さて、土曜授業を実施する際の留意点はいくつかございまして、まず、学校週５日制の

趣旨や児童の権利に関する条例を踏まえ、児童生徒の負担等に配慮すること。また、各

学校の教育指導計画等に位置づけることとともに、現在実施されておりますさまざまな地



域行事や各種教室、スポーツ大会等の日程調整を図ること、そして、教職員の勤務体制

への配慮等でございます。 

 これらのことについては、今後検討委員会の中で協議していくことになろうかと思います

が、特にご心配をいただいております教職員の勤務につきましては、「公立学校職員の勤

務時間、休暇等に関する規則」等に基づきまして、週休日の振替えにより適切に対応して

まいりたいと考えております。 

 最後に、小中一貫教育に関するご質問にお答えをいたします。 

 議員のお話の中にもございましたが、いなべ市の小中一貫教育への取り組みにつきま

しては、これまでの実践を踏まえながら、来年度から、より一層具体的に推し進めていか

れるということを伺っております。 

 東員町ではどう考えるのか、ということでございますが、本町におきましては、昨年策定

いたしました「１６年一貫教育プラン」をもとにしながら、子どもたちや教職員の交流を充実

させ、学びの連続性を重視した教育の充実に努めるため、保幼小中の連携を大きな一つ

の柱としてとらえ、東員町の教育を進めてまいりたいと考えております。その中で、特に小

中の連携につきましては、これまでになかった小中一貫した何か具体的な取り組みがで

きないか、模索をしているところでございます。 

 いずれにいたしましても全ての子どもたちが、「自立する力」と「共に生きる力」を育み、

社会でいきいきとした自分の人生を歩めるように、東員町の教育を前進させてまいりたい

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。 

 以上でございます。 

○議長（木村 宗朝君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   国の教育委員会制度について、中立性を脅かし、余り望ましく

ないんだなという見解を持っているということを聞き、安心いたしました。 

 国のやることですので、どうしてもせんならんときには、せんならんこともできてくるのか

なということは重々承知しておりますけど、現場の教師がそういう中で良心的な教育がで

きるように、本当にこれからもそういう考えでよろしくお願いします。 

 土曜日の授業についてなんですけど、報道によりますと、県は平成２６年度から月１回

程度の実施が適当と判断ということが書いてあったんですけど、今の答弁をお聞きします

と、平成２７年度からということでよかったですか。 

○議長（木村 宗朝君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   先ほどご答弁させていただきましたけれども、平成２６年度

から試行的に行います。そして平成２７年度から本格実施という形でいきます。県のほう

は月１回程度という形ですので、それぞれの私どもが２市２町で考えた方向で進んでいき

たいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（木村 宗朝君）   上原議員。 



○６番（上原 君代君）   平成２６年度から話し合いということがあったもので、そしたら

平成２７年度かなと思ったんですけど、一応平成２６年度試行的にということで、毎月でな

くてもやるということで、平成２７年度本格的ということは、もう既に平成２６年度試行的に

月に１回とか、話し合いながらやっていって、平成２７年度はもう月１回じゃなくて、それが

もっと増えて４回とかいうことになるのか、そこら辺はいかがですか。 

○議長（木村 宗朝君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   回数ですけれども、平成２７年度に全部をするということは

ありません。県が月１回程度ということで、基本は月１回程度を考えております。 

 以上でございます。 

○議長（木村 宗朝君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   ありがとうございました。 

 本当に土曜日授業の開始に当たっては、子どもたちに無理が生じないように、また教師

の過労とか精神系の病気が結構多いということも聞いてますので、そういうことに配慮し

た対応でお願いします。 

 それと３つ目の小中の一貫教育についてですけど、これも今の話では、連携ということで

あるということですけど、よく言葉で聞く小中一貫教育というのは、中学校の英語を小学校

へ持っていって、中学生の３年生に受験勉強に向けての勉強をやるということも聞くんで

すけど、そういうことはなくて、連携で今のままでやるということですか。 

○議長（木村 宗朝君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   今のままというか、私どもも基本的には日々子どもたちの

状況を見ながら、よりよいものを改善・改革をしていくという意識は持っております。 

 私どもが１６年一貫プランというのは、先ほどもお話をさせていただきましたけれども、社

会でいきいきと自分の人生を歩める子どもたちを育てていきたいと思います。 

 そのためには佐々木正美先生やエリクソンという社会発達理論を使いまして、それぞれ

の時期に合った発達課題をお示ししてやってます。 

 基本的信頼感、自立性・自主性、小学校では勤勉性、そして中学校でアイデンティティを

見つける、高校になれば緊密性、大人になったら生殖性、そして統合性というような８つの

段階のそれぞれの発達課題をきちんと越えさせることによって、全ての子どもたちが自分

の人生を歩んでいく力になるであろうと信じている。そのための具体的なものを小学校で

は、幼稚園では、中学校ではこういうことをやっていくというのを提示しながら、そしてこれ

は学校や保育園、幼稚園だけではできません。保護者の皆さんのご協力、それこそ一番

大事なポイントだと思っておりますので、そういうのをお示ししながら、学びの連続性を大

事にしながら、東員町の子どもたちが社会に出た時にいきいきと自分の人生を歩める子

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（木村 宗朝君）   上原議員。 



○６番（上原 君代君）   私としましても、小学校の間にきちんと日本語が理解でき、話

せて、算数など、基礎学力を全員につけることが一番大事だと思っております。 

 ただ、英語が始まる前の３年生のローマ字教育については、ここできちっとローマ字とい

うのは英語とは違うもので、そこら辺を理解してないと、ごちゃ混ぜになって英語がわから

ないということを、子どもからもそういうことを聞きますので、そこら辺も考慮に入れてほし

いと思いますけど、そこら辺はどうですか。 

○議長（木村 宗朝君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   国際化は一つ進展していると思います。それで小学校の英

語というのは、特に耳を鍛える、しゃべるというのに重視をしておりますので、その分野で

東員町の場合にはＡＬＴ等も採用して生の声を聞くというのを大変重視して活動を重視す

る、楽しさを、というのを持ちながら、中学校できちんと文法を習うということで進めており

ます。ローマ字等は、それぞれの教育課程の中できちんと学習をしてもらうように、それぞ

れの学校が取り組んでいると思います。 

 以上でございます。 

○議長（木村 宗朝君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   ありがとうございました。 

 東員町の子どもたちが心身ともに健やかに育つ教育を願って、今日の質問を終わりま

す。 

 ありがとうございました。 

 


