
○３番（三林 浩君）   ３番、三林浩です。 

 おはようございます。 

 事項に入る前に、一般質問のトップバッターとして後続の方にうまくバトンタッ

チができるように頑張りたいと思います。 

 また、町民の皆さま方には少しでも一人前の議員として認めていただけますよう

に、一に努力、二に努力、三、四がなくて五に努力をしていく所存ですので、何と

ぞご支援のほど、よろしくお願いいたします。 

 さて、本題に入ります。 

 今回の一般質問で、私は２つの事項について質問をいたします。 

 １点目は若い人たちの選挙の投票を含め、積極的にまちづくりや町政に参加して

もらうには、２点目は子どもの教育についてです。 

 それではまず、１点目の若い人たちの選挙の投票を含め、積極的なまちづくりや

町政に参加してもらうには、から質問をいたします。 

 １．選挙の改定により有権者の年齢が２０歳以上から１８歳以上に改定されるこ

とで、本町としてどのように考えていますか。 

 ２．今回の町会議会選挙を終えて、今後どのように反映していこうと考えていま

すか。 

 ３．選挙の投票率を向上させる策としてどのように考えていますか。 

 ４．若い人たちの町政に対する参加率の低さについて、どのようによくしていこ

うと考えていますか。 

 以上につきまして、答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   おはようございます。３月議会初めての一般質問と

いうことで、よろしくお願いを申し上げます。 

 では、三林議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 私の方からは、４ついただきましたけども、４つ目の項目について答弁をさせて

いただいて、あとは総務部長から答弁をさせていただきますので、よろしくお願い

を申し上げます。 

 私の施政方針演説でも述べさせていただきましたけれども、これからのまちづく

りには若い人の感性やアイデアが重要であるというふうに思っております。 

 昨年実施いたしました町政懇談会では、若い方々の参加が余りいただけなかった

こということは残念でございますけれども、それでも参加していただいた若い方か

らは建設的なご意見を頂戴をいたしました。 

 まちづくりアンケートでも２０代・３０代の方の６割が、町民主体のまちづくり

をするならば参加したいと答えていらっしゃいます。こういうことから、意欲のあ

る若い世代が埋もれてしまっているのではないかなというふうに思っております。



こうした若者の感性やアイデアを、これからのまちづくりに生かしていかなければ

ならないというふうに思ってます。そうでないと大変もったいないなと、町全体と

してこれは損失ではないかなというふうに思ってますので、若い人の考え方を生か

していただく場として、「若者会議」というものを創設をいたします。 

 これまで何度も申し上げてきましたけれども、人口減少期に入った日本では、今

までのように全てを行政に任せるということではなくて、自分たちの地域は自らの

手で担っていくというまちづくりが求められているというふうに思っております。

若い世代の方が自発的にまちづくりに参加し、活力ある地域づくりを進めていただ

くためには、行政としましてもきっかけづくり、情報提供などの支援を行っていか

なければならないというふうに考えております。 

 若者会議におきまして、いろいろ議論をしていただくと思うんですけど、その議

論をもとに、若い世代の感性やアイデアを発揮していただけるような仕組みづくり、

若者間のつながりが広がる環境というものを整えていきたいというふうに考えてお

ります。その中で町内にある資源を生かした仕組みづくり、町内で稼ぐ仕組みづく

り、町内で物やお金が循環する仕組みづくり、歴史や伝統を活用した仕掛けという

ものを、こうした活力ある地域づくりができてくるということを期待をしておりま

す。また、こうした町民の活動を支える仕組みとして、市民活動支援センターのち

ゃんとした整備というものが大変急がれるというふうに思っておりますので、皆さ

まにもご協力いただきますようよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 残余につきましては総務部長からご答弁をさせていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）   齋藤博重総務部長。 

○総務部長（齋藤 博重君）   私のほうからは、選挙に関する質問についてご

答弁申し上げます。 

 平成２７年６月１９日に公職選挙法が改正されまして、選挙権の年齢が２０歳か

ら１８歳に引き下げられることになりました。これは我が国の選挙制度において、

選挙権の拡大という点で、実に７０年ぶりの大きな改正でありました。この夏に予

定されます参議院選挙では、１８歳及び１９歳の新たな有権者、全国で約２４０万

人が投票できることになります。 

 なお、東員町では約４５０人の方が新たに投票できることになる見通しでござい

ます。１８歳の選挙権が実現しますと、高校３年生の一部も有権者になるというこ

とになりまして、高校における政治教育、主権者教育を促進させる大きなチャンス

となります。また、授業においては政治教育をどのように取り入れるのか、学校全

体で考え、選挙管理委員会、教育委員会などが一緒に主権者教育に取り組む環境づ

くりが必要であると考えております。 

 まず１つ目の質問であります、年齢が引き下げられたことによる本町の考え方で

ございます。選挙権年齢が引き下げられたことについては、若者が高校卒業前後の



早い時期から、有権者として政治や社会に真剣に向き合うきっかけになるものと期

待いたしております。また、投票所に向かう若者が増える一方で、若年層ほど投票

率が低い傾向もあり、政治に関心を持っていただく施策を展開し、投票率の向上に

つなげたいと考えております。 

 次に２つ目の、先日の町議会議員選挙を終えて今後の選挙への反映でございます

が、先の町議会議員選挙の投票率は町全体で６５．９７％に対しまして、２０代は

４１．４３％で２４．５％下回っております。３０代では５１．５％で１４．４％

下回っており、年齢が２０代が一番低い状態になっております。 

 町選挙管理委員会といたしましては、今回の制度改正を若い世代がより選挙に関

心を持つ契機として、積極的に取り組んでまいりたいと考えています。既に選挙シ

ステムなどの修正作業に着手しておりまして、平成２８年度においても選挙システ

ムなどの改修作業を予定いたしております。 

 次に３つ目の投票率を向上させる方策でございますが、国、県では、投票率の低

さが予想されております若年層の方に投票所に足を運んでいただけるよう、高校生、

大学生や通勤・通学者向けの啓発活動や授業での取り組みをされるとお聞きしてい

ます。町選挙管理委員会といたしましては、中学校段階から政治・選挙へ関心を持

っていただく手法を検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますよ

うお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   三林浩議員。 

○３番（三林 浩君）   答弁ありがとうございました。 

 先ほどの答弁を聞きまして、少し安心したところでございます。 

 現状に満足することなく、常に今よりもよくするための努力を欠かさない姿勢が

伺えました。しかし、私がもう少し提案をさせていただきたいのは、選挙の投票率

を上げるためにというところなんですが、今回の選挙におきましては神田地区の投

票率が若者に限らず、だと思うんですけども非常に低かった。具体的には５０％を

切っていて、その前の選挙の時よりも下がっているということで、私なりに原因は

何かなと考えましたところ、１つは６５歳以上の年齢の高い方、いわゆる選挙に関

心の高い人たちが足を運ぶのに非常に困難になってきているということが１つ挙げ

られるのではないのかなと。 

 もう１つは、これは神田地区だけにおけることだと思うんですが、投票場の駐車

場ですね、ここが非常に狭いというのか、道路自体も入っていくときに細いので、

非常に一時的には混雑してしまい、それが懸念されて行くのが少なくなるのではな

いかと。 

 この２点につきまして、私なりにどうしたらいいかということを考えましたので

すが、最初の１つ目につきましては、各地区の集会場なんかにバス等を用意しまし

て、団体で投票場に行けるようにしてはどうかなと。これは法的なことでいろいろ



あるかもわからないんですけども、その辺を前向きに検討していただきたいなと。 

 ２番目につきましては、神田地区の投票場なんですけども、ご存じのように非常

に駐車自体も斜めに止めて、出るときもバックで出たりとか、非常に込み合ってい

るということで、事故の起こる可能性も出てくるというふうに考えられます。した

がって入り口と出口をつくって一方通行にして出るようにすれば、その辺はよくな

るんじゃないかなと。この２点につきまして、ご答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   齋藤博重総務部長。 

○総務部長（齋藤 博重君）   バスの送迎と入り口・出口のご質問をいただき

ました。投票場につきましては平成２２年の参議院選挙、それまでは１０投票所ご

ざいまして、神田地区には３つ、筑紫、穴太、瀬古泉で１カ所、山田、六把野、次

に鳥取で３カ所分かれておりまして、それが平成２２年の選挙から１投票所という

ことで、校区に統廃合しております。そのときに三和地区も３カ所分かれておった

ものを１つにしております。 

 これにつきましては以前から公平・公正ということから、平成２２年に見直して

まいったわけなんですが、バスの送迎については、確かに過去の一般質問でも質問

いただいておるんですが、距離として遠いという感覚を持っていただく方もあるの

ですが、今現在、小学校区、幼稚園さんも含めて歩いていただいておるということ、

それとコミュニティバスが平成１７年から運行しておる、そういったことから、今

現状でとどまっておるんですが、確かに県下の市町でもバスで送迎しておるところ

が、やはり遠方ではございます。ただ、これにつきましては経費、または法的な部

分もございますので、選挙管理委員会の皆さまと検討させていただきたいというこ

とで、ご理解をいただきたいと思います。 

 次に込み合っております入り口・出口、これにつきましては確かに神田に関して

は有権者数も多い、出入りもややわかりにくいということもございます。こちらに

つきましてもよいご提案をいただいたと思いますので、委員会の皆さまと議論させ

ていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   三林浩議員。 

○３番（三林 浩君）   ありがとうございます。前向きによろしくお願いいた

します。 

 もう１つ提案というのか、あるんですが、若者たちが積極的にまちづくりや町政

に参加してもらうにはということで、町長のほうにお伺いしたいのですが、ＰＲと

か仕組みとか環境づくりというふうにおっしゃっていたんですけども、もっと具体

的に、例えば今まででしたらフェスティバルを毎年やっていたと思うんですけども、

これも予算の関係で廃止になったと。廃止になったことは仕方がないと思うんです

けども、これをずっと廃止じゃなくて、例えばオリンピックと一緒で４年に１回開



催するとか、開催するに当たっても町政が主体じゃなくて、各自治体に任せて屋台

を出したりとかいうことで、町長がおっしゃっていたお金の循環ですね、こういう

のもできるのではないかなと思いますが、この提案についてはどうでしょうか、ご

答弁お願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   フェスティバルにつきましては、たしか昭和５０年

代から笹尾城山地区ができて、新しく入っていただいた皆さんと今まで住んでみえ

る在来地区の皆さんとの親睦ということを主眼としてフェスティバルが開かれてい

たというふうに聞いております。 

 平成２０年か平成２１年ぐらいになくなったというふうに思いますが、実際にや

っていただく、主が自治会になりますので、全部じゃないんですけど、自治会の皆

さんの中からも、毎年同じことをやって人を集めて段取りしてというのが大変だか

らやめてはどうかということのご意見もいただいたと聞いております。そんなこと

をいろいろまな板に乗せて議論をされて、やめになったんだろうというふうに思っ

てますけど、一応そういう当初の目的は達したと思うんですね、フェスティバルの

ね。 

 それで新たに何かそういうフェスティバルにかわるようなイベントをしていただ

くということになりましたら、例えば多分自治会が中心というのはなかなか難しい

のかなと。やめていった経緯を聞きまして思っているんですが、例えば若い人が中

心になって何かをやると。具体的にこういうことをやるんだということが出てくれ

ば、いろいろ我々も話し合いの中へ入らせていただいて、それがとても町民の皆さ

んに有効だとか、町にとってＰＲに有効だとか、いろいろな観点から有効性を見つ

けられれば、我々としてもそこへ参加させていただいて、一緒になってやっていく

ということは可能だというふうに思ってます。 

 ただ、あくまでも行政がこうやりましょうと言っても、これからはそんな行政が

言ってることになかなか反応して、じゃあやりましょうということにはならないと

いうふうに思ってますし、また、行政が先頭に立ってやっていくということも、こ

れはいかがなものかなというふうに思ってますので、自発的なそんなお話が出てく

れば、我々としても相談に乗せていただきたいなというふうに思ってます。 

○議長（三宅 耕三君）   三林浩議員。 

○３番（三林 浩君）   ありがとうございます。 

 すみません、もう１つ、関連して質問させていただきたいのですが、仕組みだと

か環境だとかということをおっしゃっていたのですが、現段階で具体的にそういう

ので取り組んでいるものがもしあるのであれば教えていただけないかなと。一応私

なりに思っているのは、例えば昔やったように町の青年団組織とか、あと成人式の

時に、今現在どういうイベントの形でやっているかわからないんですけども、その



ときに町政に関するＰＲをするだとか、そういう環境づくりも一つはあるんじゃな

いかなと思っているんですけども、その辺について、答弁よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   青年団というのは、今どんどん少なくなっていって

いるというのが現状で少し寂しい気がします。 

 それから成人式の実行委員会は当事者ですね、二十歳になられる成人式をやられ

る方の中から実行委員会をそこで組んでいただいて、そしてその実行委員会で決め

られたことをやっていくというふうにしてまして、昔みたいに行政が決めて、それ

を式典でやるということではなくて、式典からイベントから全部実行委員会がそこ

で議論をしていただいて、やりたいことをやるということをしていただいておりま

す。 

 先ほど言いました若者会議ですね、その中には、成人式の実行委員会にかかわっ

ていただいた方とか、いろんなところでご活躍をいただいている方に入っていただ

きたいなというふうに思っておりますが、やっぱりその中でいろんなアイデアとか、

こういうことを具体的にやるんだというものが出てきたことに対して、我々はそれ

を期待しているわけですけども、それに対して町としてどう一緒にやっていけるか

な、一緒にやっていきたいなというようなことを考えているということでございま

して、若者会議でどういう議論がなされるかというのは非常に興味もありますし、

期待もしているということでございますので、そういう中へ、これからなんですけ

ど、入っていただく方には前向きな議論を期待をさせていただきたいというふうに

思ってます。 

○議長（三宅 耕三君）   三林浩議員。 

○３番（三林 浩君）   ありがとうございます。 

 私も大変期待しておりますので、よろしくお願いいたします。１点目の質問はこ

れで終わります。 

 次に２点目の子どもの教育についての質問をいたします。 

 １．近年、不登校の子どもが増加傾向にありますが、本町としてどのように認識

し、改善しようと考えていますか。 

 ２．子どもが絡んだ刑事事件等が増加しているように思いますが、本町としてど

のように認識し、改善していこうと考えていますか。 

 ３．先生と生徒とのかかわり方及び教育のあり方について、どのように考えてい

ますか。 

 以上につきまして、答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   おはようございます。 



 三林議員の子どもの教育についてのご質問にお答えをいたします。 

 １点目の不登校児童生徒についてでありますが、平成２６年度における状況は、

小学校で４名、中学校で２３名が不登校の状況に陥っております。小学校の出現割

合は全国と比べて低くなっておりますが、中学校では高い傾向になっております。 

 不登校になった要因については個々によって違いますが、大きく３つに分けられ

ると考えます。１つ目は病気など本人が抱える問題、２つ目はいじめを含む友人関

係、学業不振、部活動、進路の悩みなど、学校生活の問題、３つ目は家庭生活環境

の急激な変化、家庭内不和など、家庭生活の問題が考えられます。さらにその要因

の背景を見ていきますと、遊び仲間の喪失、核家族化の進行により母子分離がうま

くできない家庭の出現、地域共同体の喪失、学力不足による不安、学校の教師や親

からの見捨てられ感等が見えてきます。 

 一方、東員町１６年一貫教育プランの理論的支柱になっている児童精神科医の

佐々木正美先生は、不登校とは他者との人間関係をどうしたらよいのかわからない

ときに起きる一種の対人恐怖、対人関係の混乱・苦痛であり、その中心的心理状態

は自分を取り巻いている人に対する不信感と定義し、人間は小さい時に解決すべき

重要な課題をその時期にきちんと解決しておかなければ、小学生、中学生、高校生

と大きくなっても社会的人間関係が育てられず、社会に適応できないで苦しむこと

になってしまう、その身近な例が不登校であると指摘をしております。 

 このように不登校については、その要因や背景が多様であり、教育上の課題とし

てのみとらえて対応することが困難な場合が多くありますが、本町といたしまして

は中長期的教育実践や実際的対応として取り組みを進めております。 

 長期的本質的な取り組みといたしましては、１６年一貫教育プランに基づき、子

どもたちの年代ごとの発達課題、すなわち乳児期の基本的信頼感の育成、幼児前期

の自立性の獲得、幼児後期の自主性の育成、児童期の勤勉性の育成、青年期のアイ

デンティティの確立を保護者と連携しながら進めております。 

 中期的取り組みといたしましては、Ｑ－Ｕ調査結果の有効的活用、ソーシャルス

キルトレーニングで人とかかわる力の育成、弁当の日、東員縄とび検定、読書登山

など、通過儀礼の手法を用いた少し高い壁に挑戦し、達成感を持たせ、自己肯定感・

自己有能感を育てる取り組み、保育支援員、学習支援員の配置を進め、きめ細やか

な個に応じた保育教育を進める。小中の連携を密にし、情報共有を進めております。 

 次に実際的な対応といたしましてはスクールカウンセラーとの連携、教育相談の

活用、再登校に向けての受け入れ体制、児童生徒の立場に立った柔軟な学級変えや

転校の措置、ふれあい教室との連携を進めております。 

 ２点目の子どもが絡んだ刑事事件についてお答えをいたします。幸い本町におい

ては、子どもに関する刑事事件は、ここ数年は発生しておりません。学校での暴力

行為については、昨年度、小学校４件、中学校２件で、いずれも児童間・生徒間の



ものでありました。 

 要因については感情のコントロールがうまくできなかったり、コミュニケーショ

ンがうまくとれず、手が出てしまったということが考えられます。 

 対策といたしましては、個に応じた細やかな対応ができるよう、学習支援員の配

置を行うとともに、保護者や関係機関と連携しながら、周りの仲間とうまく集団生

活できるよう指導・支援をしているところでございます。 

 ３点目の先生と生徒のかかわり方及び教育のあり方についてお答えをいたします。 

 今、現代の教師に求められていることは３つあると私は思います。それは教職に

対する強い情熱、教育の専門家としての確かな力量、子どもたちの人格形成にかか

わる者としての総合的な人間力であります。 

 東員町の先生方は、そのような教職員になろうと真摯に努力をしていると思いま

す。それは、児童生徒のつながりなしに真の教育は成り立たないと各人が自覚して

いるからであり、日々の先生方の姿を見て私が実感したものであります。 

 一方、学校教育を取り巻く状況も大きな変化の中にあります。社会の変化に対応

した学校教育のあり方、子どもや保護者を取り巻く課題、それに伴う教育課題の山

積 があり、そのような中で教職員の多忙感は高まり、精神的に消耗している厳し

い現実も生まれてきております。 

 しかし、東員町の保幼小中の先生方は、人間を育てるといった崇高な使命感とや

りがいを持ち、園児・児童生徒との心のつながりを大切に、日々の実践に励んでい

ただいていると思っております。ご批判をいただくことも多くありますが、現場の

先生方を信じ、教育行政を進めてまいりたいと思います。 

 次に、教育のあり方についてお答えをいたします。 

 時代の変化は学校教育のあり方にも影響を与えております。ポスト工業化社会に

突入した現代では、知識・技能を覚え、それをテストで評価するという教育だけで

はなく、思考力、判断力、創造力、表現力といった力を育てて、チームでイノベー

ションを起こす力の育成が求められるようになりました。また、生涯学び続ける力

も求められております。 

 一方、子どもたちを健全に成長させるはずの社会的背景が脆弱になり、社会性が

なかなか育たない時代ともなってまいりました。そのような中、東員町では子ども

たちの社会性を発達させるべく、１６年一貫教育プランを策定し、子どもたちが社

会でいきいきと自分の人生を歩めるための実践を進めております。 

 このプランの特徴は、社会性を発達させ、意欲を高めるためには三感、私どもは

基本的信頼感・自己肯定感・自己有能感というのを言っておりますが、育てること

が大切である、各年代の発達課題を丁寧に通過させること、そのために幼保小中の

継続した指導、保護者・地域との連携強化、現代の教育課題にも多面的に取り組む

ということになっております。 



 最後に議員ご指摘の道徳教育についてですけれども、平成３０年度から道徳の教

科化が始まり、今後より一層力を入れていかなければならないと考えております。

具体的には、子どもたちが自他の生命の尊重、自尊感情、他者への思いやりや郷土

に対する誇りや愛情、礼儀作法などの道徳性を養うとともに、自分の目で見て、自

分で考え、判断し、適切に行動する力を育てていきたいと考えております。 

 特に礼儀作法というところでは、挨拶が自分からできる子どもを目指して、小中

学校では児童会・生徒会、ＰＴＡを中心に現在も取り組んでいるところであります。

日本の伝統的な礼儀作法については、道徳の時間はもちろんですが、茶道を体験し

ている幼稚園・保育園や小学校もありますし、中学校では平成２４年度から体育の

中に武道が組み込まれ、柔道や相撲を通じて、日本の伝統的な礼儀作法を学ぶ機会

も設けておりますので、何とぞご理解賜りますようによろしくお願いを申し上げま

す。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   三林浩議員。 

○３番（三林 浩君）   短期・中期・長期にわたり、丁寧な説明、ありがとう

ございました。 

 先ほどの中にもありましたように、小さなことかもわからないのですが、挨拶運

動の一環として武道を始められたということは、私、非常にいいことだと思ってお

ります。カリキュラムとしてはいいんですけども、これからそれを続けていって、

年々ごとの評価をして、さらにどうしたらいいかということに努めていただきたい

なと思っております。 

 ２点目の質問はこれで終わります。 

 以上をもちまして、私の一般質問は全て終了いたします。 

 ありがとうございました。 


