
○４番（石垣 智矢君）   ４番、石垣智矢です。 

 皆さま、おはようございます。石垣智矢です。初めての一般質問ではございます

が、どうぞよろしくお願いいたします。 

 一般質問に入らせていただく前に、私事ではございますが、このたびの選挙にお

きまして、住民の皆さまからたくさんのご支援、ご支持をいただきましたこと、こ

の場をおかりしまして厚く御礼申し上げます。ありがとうございます。 

 そして本日、傍聴席にお越しの皆さま、朝早くからではございますが、お越しい

ただきましてまことにありがとうございます。 

 住民の皆さまのご意見をしっかりとこの議会、そして町政にお届けするためにも、

この一般質問、全力で取り組む所存でございます。どうぞ明快なご答弁、よろしく

お願いいたします。 

 それでは一般質問のほうに移らせていただきます。 

 私から質問させていただく内容は、通告書にて提出させていただきました若者会

議について（勤労青年教育について）この１点でございます。高齢化社会に突入す

る本町では、若者の町離れを食い止める手段が急務となっております。若者の意見

を町政に反映するべく、４月から始まる若者会議をしっかりとよりよいものにして

いくために、議論していく必要があると考えます。 

 私自身３０歳という若者の世代でもありますし、議員になる前から、若者たちか

ら発信するまちおこしであったり、ボランティア活動というものを積極的にさせて

もらっておりましたので、初めての一般質問は、この議題をテーマにさせていただ

きました。 

 質問内容は５項目に分けさせていただきましたので、順を追って説明させていた

だきます。 

 １点目、平成２７年８月２７日に勤労青年教育の一環として、若者会議がスター

トしました。こちらはこの当時は若者会議という名前ではなく、若者ミーティング

であったり、若者座談会という名前がありましたが、書面では若者会議（仮）とい

うふうに書かせてもらっております。これは社会教育課が担当となり、東員町在住

の若者たちが意見を出し合う場、いわば４月から行われる若者会議の先がけとなっ

た取り組みではないかと私自身考えております。しかしあれから半年以上、動きが

現在でもないのはなぜなのか。そして課題や問題点が見つかったのであれば、ぜひ

ともその対策を教えていただきたい、そのように思っております。これが１点目。 

 ２点目、若者会議を含めた勤労青年教育、地方創生に関しましては、将来へつな

げるための継続性、この継続性というのが一番大事になってきます。そのための組

織体制や具体的な目的を持った企画案というものは考えておられるのかどうか。 

 ３点目、若者会議の予算、これは１７万円とされておりますけれども、若者会議

の内容をすぐに反映できる予算体制を講じるべきではないのか。 



 そして次が４点目、若者の組織づくりを推進する上で、地域の青年団が非常に大

事になってまいります。しかし現在少子化の波を受け、存続が危ぶまれている団や、

既になくなってしまった青年団というのもあります。地域の青年団への援助や取り

組みをどのようにお考えになっておられるのか、ぜひとも答弁いただきたいと思い

ます。 

 そして最後５点目、青年世代の地域行事や文化事業への参加が極めて少ない本町

でありますけれども、員弁１３００年祭のような具体的な対策をしっかりと議論し、

どう講じていく考えがおありなのか、ぜひともこの５項目について答弁いただきた

いと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   若者会議についてのご質問ですが、私と教育長から

答弁をさせていただきたいと思います。 

 まず議員ご質問の若者会議でございますけども、先ほど少し述べられたように、

昨年社会教育課が実施いたしました若者座談会と、今回提案をいたしております１

７万円という経費を見込んでいるのでございますけれども、若者会議とは少し位置

づけが異なっているということを、ご承知置きいただきたいと思います。 

 いずれも若い世代の方の意見やアイデアを、これからのまちづくりに生かしたい

という目的は同じでございます。今、ご案内のとおりです。若者座談会は、これか

らの勤労青年教育のあり方をテーマとして開催をいたしておりまして、今回の若者

会議は、本町の総合戦略に基づく取り組みというふうに位置づけております。 

 若者座談会につきましては、この後、教育長から答弁をさせていただきますけれ

ども、若者会議については三林議員の質問でも少し触れさせていただきました。来

年度創設を見込んでおります意欲のある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ただく場として考えております。 

 この会議では本町の地域ブランド展開など、総合戦略に基づく具体的な施策につ

いて、意見やアイデアをいただきたいと考えておりまして、同時に若い世代のつな

がりの場としての役割も求めております。 

 この会議を契機に若い世代の方々のつながりを強化し、将来的にさまざまな分野

の若者が目的に沿った組織となって、まちづくりにかかわるといった、新たな事業

推進主体の形成も視野に入れております。 

 議員ご指摘の、会議の内容をすぐに反映できる予算体制にできないかということ

につきましては、これは大変重要な視点だと考えてます。これから会議を進めてい

く中で効果的な事業提案などがございましたら、その経費等を予算計上をさせてい

ただかなければならないというふうに考えております。そのときは補正対応をさせ

ていただくとか、考えていただかなければならないというふうに考えております。 



 この会議で建設的な、将来に向けた、いいご意見をいただくことを期待をしてお

りますので、どうぞよろしくお願いを申し上げたいと思いますし、また議員の皆さ

ま、町民の皆さまにはご理解、ご協力を賜りたいと思います。 

 残余につきましては、教育長から答弁をさせていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   続きまして私から、４点にわたりお答えをさせて

いただきます 

 まず、勤労青年教育の一環として若者会議についてと、勤労青年教育の組織体制

や企画案について、お答えをいたします。 

 平成２７年８月に実施した若者座談会は、平成２６年１２月付東員町教育委員会

教育委員長あてに提出されました「これからの勤労青年教育のあり方に関する意見

書」に基づき実施されたものであります。 

 教育委員会では、この意見書をもとに、青年教育にかかわる社会教育分野の現状

分析を行いました。その中で明確になってきたことは、（１）社会教育の対象者が

子ども層、主婦層、高齢者層に偏っていること、（２）青年層が生涯学習に触れる

機会が少ないことでありました。このことから青年教育の必要性、青年世代の交流

の必要性、青年世代への働きかけの必要性を改めて感じました。 

 教育委員会といたしましては、意見書を提出された方や当時の議長と協議し、こ

れからの勤労青年教育のあり方に関する取り組みの一環として座談会を実施をいた

しました。 

 この座談会の目的は、若者の素直な考えや思いを聞く初めての機会とし、町内在

住の若者（青年団代表者、成人式実行委員会ＯＢ、町職員等）に働きをかけ、参加

者を募りました。 

 教育委員会の若手職員をコーディネータにし、和やかに座談会は行われましまし

たが、その後、第２回目の開催の打診をしたところ、ほとんどの参加者が今後の参

加に否定的な内容であり、今後の開催の目途が立たないという事態でありました。 

 今、私どもは、この厳しい現状から再スタートを図らなければならないと思って

おります。それは今の若者の社会教育におけるニーズはどこにあるのか、若者の主

体的行動をどのように促すのか、長期的な展望をもって、この取り組みを進めなけ

ればならないという課題を感じております。 

 この課題を解決するためには、現在次の方策を模索中であります。これは議員ご

質問の「勤労青年教育の組織体制や企画案について」ともかかわってきますので、

それにお答えをしながら、教育委員会としての考えを述べたいと思います。 

 現在社会教育にかかわる分野は、大きく分けて３つの方向性があります。１つ目

は公民館講座等の文化関係、２つ目はスポーツ協会等の体育振興関係、３つ目は青

少年育成関係等であります。 



 この中で、青少年教育にかかわりの深いものが青少年育成町民会議であります。

しかしながら、この会議も児童生徒や子育て世代への取り組みが中心となっており

ますので、この組織の中に青年教育を中心とした部会を設け、青年教育推進の組織

体制として考えていってはどうかと現在検討を進めております。もちろん、この中

には青年層の人たち自らが参画し、企画等を出していただければと思っております。 

 次に地域青年団援助や取り組みについて、お答えをいたします。 

 現状の青年教育や青年活動を考えたときに、今すぐに青年団の再組織化は難しい

ものがあると考えております。現実的な対応といたしましては、祭りでつながって

いる既存の青年団の活動を維持・活性化し、活動している団同士の横のつながりを

少しでも広げていくことが、青年団活動の活性化につながるのではないかと考えて

おります。 

 行政主導で自治会への働きかけは、地元の盛り上がりがない中では、かえって混

乱を招くのではないかと考えております。 

 教育委員会といたしましては、文化スポーツ面での青年層対象の講座開催、青少

年育成町民会議と連携を図りながら、青年教育の組織づくりをお願いする、町行事

の中で青年層が活躍する場を企画する、以上の３点において検討していきたいと考

えております。 

 最後に青年世代の地域行事や文化事業について、お答えをいたします。 

 どのようなイベントを実施する場合でも、これまでの行政主導型ではなく、若者

自らがやる気になって企画立案できるよう、仕掛け、見守り、支援するという基本

方針の中で考えていかなければと思っております。 

 最後になりますが、いずれの件につきましても、若者の自主・自立を見守りなが

ら、支援の方策等も今後検討していく考えでおりますので、よろしくご理解賜りま

すようにお願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   石垣智矢議員。 

○４番（石垣 智矢君）   答弁ありがとうございました。 

 お話を聞かせていただく中で、またちょっと二、三、質問のほうがございますの

で、ぜひともご答弁をいただければと思います。 

 （１）に関しまして、若者座談会と若者会議というものが全く別物なんだという

ことを理解した上で、若者座談会についてご質問させていただきたいと思います。 

 去年行われました若者座談会ではございますが、先ほどの人選というところで聞

かせていただきますと、青年団、そして成人式の実行委員会、役場の職員の方とい

うことで、皆さんそれぞれ東員町の在住者であるということだと思うのですが、僕

が考えるのは、本町以外の第三者の意見というのも非常に貴重になってくるのでは

ないかというふうに考えます。ほかのまちでは一体どういう状況なのか、青年世代



への取り組みというものは一体どういうふうになされているのか、そしてほかのま

ちから見た東員町って一体どういうものなのかというものを、ほかの地域の方々の

意見というのが非常に参考になるのかなというふうに感じます。 

 ですので、第三者のご意見をもっともっと反映できるような人選というのを、こ

の１回目を踏まえて今後考えていただければと思いますが、そのあたりどうでしょ

うか。 

○議長（三宅 耕三君）   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。 

 先ほど答弁で申させていただきましたが、昨年８月に行った第１回の座談会、私

どもも最初どのような人選をしていくのかで大変苦慮をしておったところがありま

した。そしてその結果、若者の素直な意見を聞くことができたんですけれども、彼

らも忙しい。彼らも本当に忙しい。仕事の中でとか、自分たちの会社のサークルと

か活動とかがあって、ですから第２回目は非常に否定的な意見でした。 

 私どもも東員町だけということに固執をしておりません。いろんな人のいろんな

人材、そして先ほど議員がおっしゃっていただきました、外の目から見て東員町は

どうなんやということを、ご意見を聞くことも大変大事だと思っておりますので、

また開催できるように、私ども努めてまいりたいし、人選等でも、ご提案があれば

教えていただきたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   石垣智矢議員。 

○４番（石垣 智矢君）   ありがとうございます。 

 教育長のお話をさらに少し堀り返させていただきますと、もちろん仕事で若い子

たちは忙しいとか予定があったりとかで、なかなか日程を割くことができないとい

うこと、これはもういた仕方ないことだと思います。これは若者たちだけに限らず、

大人の方であったり高齢者の方、皆さんが同じだと思います。 

 この中で、仕事でどうしても来れないということであれば、私からまた一つ提案

なんですけれども、現在大学生の子たちで、授業の講義の中で地方創生という分野

を一生懸命勉強されている、そんな子たちが今かなり全国的にも増えてきてます。

講義の中で、その分野を徹底的に勉強しようということで、学生自らが進んで勉強

しておるという、そういう学生の子たち本当にたくさんいるんですけれども、その

子たちをこの東員町のほうに、言ってしまえば町で雇って来ていただいて、本町の

若者たちと一緒になって取り組みを進めていくということはどうでしょうか、よろ

しくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをさせていただきます。 

 議員のお話をお聞きしてまして、地方創生に関して若者たちが勉強していると。



その人たちが来ていただくと。僕もものすごくいいなと思ったんです。その後、雇

うということになりますと、ちょっと私どもとしては権限もありませんし、どうい

う形なのでしょうか。今来ていただいているのは全て多くはボランティアという形

で、自主的に参加をしていただいておりますので、そういう助言なり、ベンチマー

キングをしていただけたら、そして学んだ結果等を私どものまちづくりや座談会に

生かしていただける方は全てウェルカムであると思っております。 

 ただ、雇うということは、ちょっと私の今考えではありません。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   石垣智矢議員。 

○４番（石垣 智矢君）   ありがとうございます。 

 やはり町としましても、いろんなことに挑戦をしていくということが非常に大事

になってくると思いますので、このような形はどうなのかということをご質問させ

ていただきました。人選のほうに関しましては、これから本当に頭を練りながら、

いろんなことを議論していく必要があると思いますので、ぜひとも前に進めるよう

な人選のほう、よろしくお願いいたします。 

 次に（２）の項目に関して再質問のほうをさせていただきたいと思うんですけれ

ども、若者会議の継続性ということが非常に今後大事になってくると思います。若

者座談会のほうでは、２回目が開催できないという状況に、ただいまなっておる中

で、若者会議も若者たちの声を代弁させていただくと、どうしても会議という項目、

名前がつくだけで一歩引いてしまうようなところもございますし、話をするという

中で、話だけではどうしても２回目、３回目、若者会議に関しても同じような結果

になってしまうのではないかと予想されます。 

 全てにおいて、若い子たちに関しまして、若い子たちに企画や運営、一回全て丸

投げする、全て一任するというような形でまちづくりを進めることも大事なんです

けれども、人づくりという観点を、まず最初に進めるべきではないのかなというふ

うに感じます。若い子たちに企画運営全てを任せて責任を持つというところから人

づくりという観点を進めていけば、おのずとまちづくりにつながってくるのかなと

思うのですが、企画や運営、若者会議の中で若者たちに一任するというような考え、

ぜひともどうかと、お考えいただければと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   今のご提案、非常にいい話だなというふうに思いま

す。どうしても行政が仕切ると、今、議員言われましたように一歩腰が引けるとい

う、そういう面がどうしても出てきます。これはもう若者に限らず、皆さんそうだ

と思ってますので、行政としては場を提供する、そして若い人たちが、これからの

ことについて全てその会議を運営していただく。そういう場を提供するというのは



必要なのではないかなというふうに思ってます。 

 実は去年ですけど、東京であったある会議に出席した時に、世田谷区の例をお聞

きしたことがあります。そこでは今、議員ご提案いただいた若者が全て運営する、

要するに行政は場を提供して、若者が人集めから自分たちが何をするかまで全て考

え、そして実行していく。その中で出てきたことについて、行政に相談があって、

必要があれば予算をつけていくというようなことが行われているという事例を去年

お聞きしました。 

 今、議員がおっしゃってみえるのはこういうことかなというふうなことも思いま

すので、非常にいい話ではあるというふうに思います。ただ、どういうふうにやっ

ていくかということについては、今後我々も研究していかないといかんなと思って

ますので、また一緒に議論を進めさせていただければなというふうに思います。 

 それからさっきちょっと大学の話をされましたけども、先ほど大崎議員にも答弁

させていただきましたけど、健康長寿について、三重大学のそうけ島研究室という

ところと一緒に調査研究するのですが、それには研究室の学生さん、いっぱい入っ

てみえます。それに雇うということはないので、ただ、そこの経費は我々行政で少

しは見ていかなければいけないんだろうなというふうなことを思ってます。こうい

う形で若い人のご意見を承れば、町の将来にとって非常にいいことになるのではな

いかなというふうなことを思ってますので、またこれも研究をさせていただきたい

と思います。 

○議長（三宅 耕三君）   石垣智矢議員。 

○４番（石垣 智矢君）   ありがとうございます。 

 ぜひとも継続するということが、これ一番大事になってくると思います。また学

生の子たちも来ていただいて、ぜひともその子たちが、東員町はいい町だなと思っ

ていただけることがまずだと思いますので、ぜひとも一緒になって、このあたりの

ほうは進めさせていただきたいなと思います。 

 そして先ほど町長も言われましたけれども、学生の子たちがこの町に来ていただ

いたりという形でかかわっていただいたときに、やはりこの町いいなと思っていた

だきまして、地方創生の我が町のテーマでもあります結婚、出産、定住という、こ

の３点に全てつなげていかなければいけないのかなというふうに思っております。

これは我が町に住む東員町の若者たちにも言えることです。ぜひともこの町で結婚

して、出産して、定住していただければ一番いいことだと思うんですが、これをこ

の若者会議というところからどのようにつなげていくのか、ぜひともお伺いしたい

と思います。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   まさにそのとおりでございまして、やはりこの町を

好きになってもらう、愛着を持ってもらう、こういう仕掛けを若い人と一緒になっ



て我々行政も考えていかなければいけないんじゃないかなというふうなことを思っ

てます。 

 ただ、行政としてはどうしても今までは押しつけになるんですよね。ですからそ

ういうことをしてはいけないということで、若い人の自発的な考えをどう引き出す

かということを、我々は一生懸命これから考えていかなければいけないというふう

に思ってます。ぜひとも若い力でご協力をいただければなというふうに思ってます

ので、お願いを申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   本当にすばらしい考えやなと思っておるんですけ

れども、今、私ども学校教育、特にやっているのが東員町に愛着と誇りを、そして

その中でいろんな取り組みも進めようとしているんですけれども、やっぱり東員町

にある地域の宝をどう見つけていくかという、東員町は何もないねというんじゃな

くて、東員町にはこういうものもある、こういうものもあるというのを、主に学校

教育の分野で進めていきたいなと、一つ思っております。 

 それからもう一つ、僕はすごくうれしかったことがありまして、一昨年度もそう

ですけれども、ドイツ派遣に行く子どもたちに、東員町のよさって何ですかと質問

をするときがあるんです。そうすると大社祭りとか中部公園がありますとか、こん

な笹尾祭りがありますとか、いろいろ言ってくれるんですけども、その中で３番目

ぐらいに、いつも多くの子が、挨拶運動をやっておるんですかね、地域の人たちが

とても優しい、中学２年生、３年生が、そういう言葉で言ってます。 

 だから子どもたちにとって地域の人たちは、大変自分たちを大切にしてくれてい

るというところ、地域に愛着と誇りを持つ一つのものを地域の人たちがつくってい

ただいているなと思っております。そういうような東員町に愛着と誇りを持たせる

ふるさと学習なんかも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（三宅 耕三君）   石垣智矢議員。 

○４番（石垣 智矢君）   ありがとうございます。 

 それこそ町長の言われましたように、自主性をどう引き出していくのかというの

が、これ一番難しいことでもありますし、教育長の言われました愛着と誇り、これ

を持っていただくということも、なかなか今の時代難しいところもあるんですけれ

ども、これを何とかして、この町で推し進めていかなければいけないというところ

でございます。ぜひとも結婚、出産、定住、もちろん押しつけるものではございま

せんけれども、絶対にここにつなげていくような形で、私たちも持っていかなけれ

ばいけないというのも事実でございますし、そのような形でしっかりと取り組みを

させていただければと思います。 

 ちなみにこれ、私の員弁１３００年祭実行委員会、自分たちが発足させていただ



いて、やらせていただいたまちおこし団体ですけれども、こちらメンバー５０人お

りまして、この中で何と結婚したのが２組も、５０名の中で２組結婚しております。

その子たちは現在子どもも生まれまして、東員町に住んでくれております。 

 ５０人の中で２組も結婚するって、かなりの確率なのかなというふうに思うんで

すけれども、なぜ短期間の間にこうやって２組結婚できたのかなと考えていくと、

理由は明確でした。組織だったということなんですよね。１つの組織で、それぞれ

生まれも違います。育ちも違う。ましてや仕事も全然違うのに、１つの場所に集ま

って、１つの目標に向かってみんなが突き進んでいく。この中で組織だからこそ、

それぞれ環境が違う子たちも、ここに集まれば一人の実行委員なんです。それぞれ

みんなが違うところから集まっても、みんな同じ立場の委員になるということが、

組織になるということが、非常にこの町に与える影響というのも大きいのかなとい

うふうに、この結果から感じさせていただきました。 

 そこで町長に質問でございます。若者会議というものを、ただ集まって会議をす

るのだけではなくて、ぜひとも組織として、町の管理する組織として、今後５年、

１０年とずっと残していくべきなのかなというふうに感じるのですが、組織化をぜ

ひともしていただきたいと思います。どのようにお考えでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   もちろんこれは長く継続をしていただきたいと、そ

ういうものになっていただきたいというふうな思いでおります。そして、やはり目

的を共有するということが非常に大切なことなのかなと。同じ目的を共有している

からこそ、結婚に結びついたというところもあるというふうに思ってます。 

 それで、これは単なる会議ではなくて、そこに参加していただいている若い人た

ちが自らも変えていくというような、そんな会議にしていきたいなと。例えばどう

いうことかというと、この東員町の中で起業して町の何か特産品をつくるなり、町

の特色あるものを売り出すなり、そこで自分たちでもうけられる仕組みをつくって、

それで生活できるんだというようなものを示していただくとか、そういうことだっ

て可能なわけですね。 

 私、去年見てきた北海道のあるところですけども、弟子屈というところなんです

けど、そういう会議がもう既にありまして、まちづくりの会議の一つの部会に青年

層の会議があるんですが、そういうところでいろいろ議論されたものを例えば具現

化しているのがあるんです。 

 それは何か。一つだけ紹介させていただきますと、食堂なんですけど、そこでい

ろいろ議論していただいたことを自分で農家と契約して、農家のものを自分ところ

で全部買って、要するに町内でとれたものでしかつくらないよというものができて

いて、例えば豚丼であるとか、ラーメンでも、そこでとれたものしか使ってないな

とか、こだわりのあるものを使って商売をしている。そこへ町外からもたくさんの



人が来て、お昼なんか、ちょっと時間待ち、我々も待たされましたけど、時間待ち

でないと入れないというような食堂ができてました。 

 具体的にそういう仕事につなげていくということが起こってましたので、これか

らつくる若者会議の中からそういう方も出てくるような、そんな具体的な方針を出

すような会議というものになっていくといいなというふうに思っております。これ

は別に押しつけるわけではないのですけど、そういう会議も期待をしていきたいな

と。 

 そうすれば、おのずと私は継続していくんではないかなというふうに思ってます

ので、いろんな事例も紹介をさせていただきますので、また一緒になって考えてい

ただければなというふうに思います。 

○議長（三宅 耕三君）   石垣智矢議員。 

○４番（石垣 智矢君）   ありがとうございます。僕自身もそのような町があ

るというのはちょっと知りませんでしたので、ぜひともまた、このようないろいろ

な町を紹介していただいて、私自身も自分の目で見て勉強させていただきたいなと

思います。 

 先ほども言っていただきましたけれども、そのような食堂であったりとか、いろ

んな町ではいろんな成功例がありますけれども、やはり一番問題になってくるのは

（３）でご質問させていただいた予算体制というところにつながってくるのかなと

いうふうに思います。 

 先ほど言っていただきました食堂ということに関しましても、今ある場所を使う

のかどうか、そして新しく建てるとなると、やはり予算がかかってきます。若い子

たちに全て出資させる、お金を出していただくという形には、なかなか町が招集し

ておいて、若い子たちにお金を出させるというのも、これはちょっと難儀する話で

すので、このあたり町としてどういうふうな形で出していくのかという、この予算

体制というところが、すごく今後かかわってくるのかなというふうに思います。 

 そこでお話をいただいた中で事前に私自身、予算を組むというような形が、一番

今後大事になってくるのかなというふうに思います。自分自身、員弁１３００年祭

の記念事業にかかわらせていただいたこともありまして、この時は１年間１００万

円の予算を使って記念事業をやりますよということで、事前に予算が上がっておっ

たということで、今後話をしていく中で、若者会議にもそのような会議の中で、ぜ

ひともお金を投じるところはしっかりと予算のほう、吟味していただければと思い

ますけれども、そのあたりどうでしょうか、よろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   会議１７万円になってます。なってますけども、１

７万円で、要するに会議自体をスタートさせるという予算でございまして、その中

で先ほども答弁の中で申し上げましたように、具体的にいろんな話が出てくると思



うんです。いろんな話が煮えてきたところで、ある程度予算が必要だよねというよ

うなご提案が当然出てくるだろうと。出てきてほしいんですよね。ですから出てく

るだろうと予想してます。そうしたときには補正対応でさせていただいて、当然必

要な経費、予算を計上していくということになってくるというふうに思ってますの

で、ぜひともそういう予算が必要だよというようなアイデアなり、ご提案なりが出

てくるということを期待をしております。 

○議長（三宅 耕三君）   石垣智矢議員。 

○４番（石垣 智矢君）   ぜひともそのあたり、若い子たちに期待をしながら、

予算をせっかくならばたくさん出していただけるような、ものすごくいい案を出し

ていただくことを期待したいと思うんですけれども、ぜひともこちら側、町政側と

しても、やはりいろんなことに挑戦させてやっていただきたいと思います。人づく

りということを進めるということが、まちづくりになると思いますので、挑戦させ

てあげるためにも、やはり寛大な気持ちを持って予算のほうも考えていただければ

と思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。 

 そして４点目の項目、地域の青年団への取り組みについてですけれども、ここは

教育長のおっしゃるとおり、非常に難しい問題なのかなというふうに思っておりま

す。かえって混乱を招いてしまうという、これもうやはりそれぞれ地域によって色

も違いますし、歴史も違ったり、文化も違ったりしますので、このあたり、かえっ

て混乱を招くという率直な意見も本当にすごくわかるところでございます。 

 ただ、全てなくなってしまってからでは対処できないという事実も存在いたしま

すし、これから高齢化社会になっていく中で、若者たちがいなくなってしまうと、

どうにも対処する人間すらいないということにもなってしまいますので、ぜひとも

自治会の方々と連絡をとりながら、このあたり進めていただければというふうに思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 そして５項目めの青年教育における青年世代の地域事業や文化事業について、こ

のあたりなんですけれども、ここについてなんですが、話を聞いていますと、東員

町で新しい文化事業をやらなければいけないといいますか、この町で何かをしなけ

ればいけないというふうに聞こえてくるんですけれども、僕はそうではないのかな

というふうな実感をしています。ほかの市町村でも同じように文化事業というのは

たくさん行われております。イベントなんかもそうです。月に１回、２回とか、い

ろんな各町、各県でイベントをされております。ぜひともその市町村に我々東員町

の住民が足を運ぶというのも、それのサポートも立派な青年教育に当たるのかなと

いうふうに感じております。 

 例えばの例をお話をさせていただきますと、東員町にはよさこいソーラン、ネオ

ポリスのほうなんかでも本当に皆さん熱心にされておりまして、私自身も高校生の

時によさこいソーランを踊らせていただいたんですけれども、例えばよさこいソー



ラン踊りたいよとか、今まで踊ってたんだけど、最近ちょっとわからないわという

ような方々をぜひとも町で募りまして、幸いにも隣の愛知県では大きなよさこいソ

ーランのお祭りがありますので、東員町を挙げて皆さんで足を運べるサポートをし

てあげるというような事業も、ぜひともこれは東員町としては予算もかかりません

し、人材もかからない、労力もかからないということで、自分たちからいろんな市

町村に関して足を運んで参加させられるようなサポート体制というのも、これはれ

っきとした教育になるのかなというふうに思うのですが、そのあたりの企画なんか

もぜひともやっていただきたいと思います。 

 このあたり教育長、どうでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   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。 

 私どもよく使う手法で、ほかの町や市のいいところを、ベンチマーキングという

形で、どんどんそういう研修も進めていくべきであろうなと思っております。 

 これは先ほどもお話をさせていただきましたけれども、私ども行政がする仕事と

しては仕掛けをしたり、それぞれの団体をつなげるというところをしていかなけれ

ばならないと思っております。その中心の組織として、先ほどお話をさせていただ

きました青少年育成町民会議というところに青年教育の部会をつくっていただきま

して、そこで先ほどおっしゃったような青年の活動をどうやって促進していくのか

とか、魅力ある青年同士をどう結びつけていくのかというのを議論していただかな

いと、行政がまたしてしまって、つなげてやっていく、個別対応でしてしまうと、

やっぱり僕らの第１回目の座談会みたいな結果になると思います。青少年育成町民

会議の組織をつくりながら、そこを中心に若者にとってどういうことをすればいい

のか、そして若者たちがどういうところに乗ってくるのかというのを真剣に考えな

がら進めてまいりたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   石垣智矢議員。 

○４番（石垣 智矢君）   もちろん、真剣に考えていく中で、いろんな分野で

あったりとか、東員町では一体どういうものが盛んなのかというのにも目を向けて

いきながら考慮していかなければいけないことなんですけれども、私自身が推進す

る、先ほどのようなほかのまちへサポートできるような形、研修目的として行かせ

ていただく、この企画に関しましては、やはり町民のやる気を持っている者が、ま

ず手を上げていただくという形ですので、先ほど教育長が言われました若者座談会

は、どちらかというと町がやるから来てくださいというような形でお誘いしたと思

いますけれども、私自身が推し進めるのは、いろんな分野に関して徹底的に頑張っ

ておられる方を、どんどんいろんな場所で、ほかのまちに派遣していきましょうよ

というような形ですので、そのあたり少し意見の違いが出ないように、今ちょっと



修正させていただきたいと思います。 

 ぜひとも青少年育成町民会議のほうで、いろいろなご意見を交えた中で、若い子

たちがいろんな行事に参加して、そして勤労青年教育という形で、今後のまちづく

りにつながっていけばいいのかなというふうに感じますので、私自身も一生懸命頑

張らせていただきますので、ぜひともよろしくお願いいたします。 

 ５点につきまして、ご質問させていただきましたけれども、最後にやはり一番気

になりますのが、住民の皆さまも一番気になっておるのかなと思うんですけれども、

社会教育課が担当する若者座談会というものと政策課が担当する若者会議、これ現

在、東員町には若者の会議は２つあるということが少し疑問に感じております。今

お話を聞いてますと、やることも同じ、そしてゴールも結局のところ全て一緒なん

ですよね。これ一つにして、せっかくだったら同じようなことですので、手を組み

合って、行政はたて割りの仕事と言われておりますけれども、ぜひとも一緒になっ

て手を組んで、１つのもので１つのレールを敷いてあげる、これ住民の皆さんにす

ごく理解していただけると思うんですが、そのあたり町長、いかがでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   おっしゃられることも、ごもっともだと思います。

２つじゃなくて１つで力強く、会議そのものをいいものにしようと思えば、１つに

まとまって同じ目的に向かって進んでいくということが一番いいのかなというふう

に思っております。 

 今期、私の政策の中に未来への投資というのがあります。これも教育長が言われ

る青少年の育成ということは当然未来への投資になってきますので、ここには皆さ

んのご意見をいただきながら、あくまでも行政は一歩引いた状況で、皆さんの思い

が前へ進んでいくようなバックアップ体制をとると、予算も含めてですね、これが

この若者会議の狙いだというふうに思ってます。 

 自由に、そして建設的に、もっと言うなら自分たちのために前へ進んでいっても

らうということが、これから大切なのではないかなと、ものすごい期待をさせてい

ただきたい。若い方の力に期待をさせていただきたいというふうに思ってますので、

ぜひともよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   私のほうも１つにまとめる、全く固執はしており

ませんので、よりよい若者の活躍の場であれば、どういう形でもいくのではないか

なと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   石垣智矢議員。 

○４番（石垣 智矢君）   ありがとうございます。 

 やはり行政側としましては、皆さんが参加しやすい環境づくり、町長も昨日言わ



れておりましたけれども、参加しやすい環境づくりというのを、私たちは常に提供

していかなければならないと思います。少しでも疑問に感じることであったり、戸

惑ってしまうようなことがありましたら、そのあたりはぜひとも皆さんでわかりや

すく説明し、わかりやすく改善していくことが我々の使命だと思っておりますので、

ぜひともそのあたり、この若者会議、そして勤労青年教育という分野に関しまして

は、もちろんすぐに結果が出るものではございませんので、ずっと長い目で、ゆっ

くり時間をかけて、一緒になって頑張らせていただければというふうに思いますの

で、いろいろなお話をさせていただきましたが、ご検討をしていただければと思い

ます。 

 この一般質問、長々となってしまいましたけれども、この４年間、私自身の議員

生活４年間で、若者、青年世代への取り組みということは、随時一般質問の中でも

取り上げさせていただいて、やらせていただこうと思っております。そして私自身、

人生をかけて若者たちを何とか心を動かしたい、そのように思っておりますので、

一緒に手を取り合いながら頑張らせていただきたいなというふうに思います。 

 本日はありがとうございました。よろしくお願いいたします。 


