
○１３番（山本 陽一郎君）   本議会最後の質問者であります。 

 まず初めに岡野教育長へ、今議会における教育長の再任、ご苦労さまでございます。多事多

難であろう教育行政の中で、次の世代を担う子どもたちの明日へのまちづくりのために、今後

格段のご活躍とご活動を期待をさせていただきます。 

 それでは行政についてということで質問に入ります。 

 私どものこの国、この社会は、自由と民主主義に基づく法と公共秩序を旨とする社会という

ことであろうと思います。我が東員町においても、これらの大儀に真摯に向き合う中で、公正

で公平な行政運営、人事構成が図られていくべきと思います。 

 砕いて言えば、要するに法と公共秩序に基づいて、世のため人のため、清く正しく美しく真

摯に行政運営に取り組んでいくべきであろうということであります。私の人生の生きざま、人

生訓そのものであろうと思います。 

 そこでこれらきわめて重要であろう法と公共秩序について、その思いやお考えについて、ま

ずこのまちの最高責任者である町長をはじめ副町長、教育長の答弁を求めたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   行政の法令遵守ということにつきまして、ご質問にお答えをさ

せていただきたいと思います。 

 これにつきましては昨日の水谷議員からのご質問にも、総務部長からお答えをいたしたとこ

ろでございますが、行政の活動は、「法の支配」と「法律による行政の原理」という基本原則

のもと、住民の生命、身体、財産を守り、その福祉の向上を図るものでございます。 

 また、ご承知のとおり、公務員の地位に関しましては、法令により規定されておりまして、

憲法第１５条におきましては「全て公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」

と規定されております。 

 また、地方公務員法第３０条には「全て職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務

し、かつ職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と規定され

ておりますとおり、公務員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するもので、住民全

体の利益を追求することが求められております。 

 私たち地方公務員が行使する権限は住民から負託されたものでございますので、憲法、法律、

政令、条例等で具体的に定められており、これらの規定に従って行使することが求められてお

ります。 

 そのため公務員は職務の公平性・公正性、政治的中立性の確保、信用失墜行為の禁止、秘密

を守る義務など、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、住民の皆さまからの信頼を

確保することが不可欠であります。従いまして全ての住民に対し、平等な扱いや公正な職務執

行をすることは当然のことであります。 

 しかしながら国や地方公共団体を問わず、残念ながら公共事業や物品の調達をめぐって汚職

が起こることがございます。職員が仕事を進める上で特に注意しなければならないのが、受託

事業者等である民間事業者との適切な関係であると考えており、外部から誤解や疑念を抱かれ



ないよう、日ごろより職員に対しましては注意喚起をいたしておるところでございます。 

 また、議会と行政は車の両輪に例えられますように、住民福祉の向上のために協力し合わな

ければ行政運営を前に進めることはできません。そのため、議員の皆さまと職員の関係におき

ましても、仕事を円滑に進めるためには良好な関係を築いていくことは大変重要でありますが、

特別な扱いや口利きへの対応など、平等な取り扱いと職務の公正さの点から問題が生じること

のないよう、節度ある関係を保つことが必要であると考えております。  

 そして公務員である以上、勤務時間中に限らず、私生活においてもコンプライアンスが求め

られております。住民の皆さまからの信頼に支えられて仕事を行っておりますことから、誠実・

公平無私・清廉で公正であるべきであり、住民の皆さまからの信頼を保つため、地方公務員法

第３３条におきましては「その職の信用を傷つけ、または職員の職全体の不名誉となる行為」

を禁止し、それに反する行為については、公務や私生活を問わず、懲戒処分の対象とされてお

ります。 

 行政を司る我々には、公務及び私生活でのコンプライアンスと高い職業倫理が求められてお

りますことから、職員には日ごろから定期的に意識の啓発を行うとともに、パワーハラスメン

トやセクシャルハラスメント防止のための研修をはじめ、コンプライアンスに精通した現役の

自治体職員の講師を招聘し、より実践的な研修を実施いたしております。 

 このように法律による行政の原理に基づき、職員は自己の裁量や思いで恣意的な対応をして

はならないことは当然ではございますが、それが余り行き過ぎますと、画一的で定型的な処理

に陥ってしまう可能性がございます。 

 我々行政は、社会情勢の変化や震災、火災の対応、児童虐待や学校でのいじめ問題など、日々、

課題や問題に直面し、要綱やマニュアルでは対応しづらい、住民の皆さまからの要求に応えな

ければならない事態も発生しております。 

 そのため、余りにも形式的になり過ぎると、逆に住民福祉の向上を図れないといった事態に

なる恐れもあります。 

 目前の住民を救うために「何かできないか」という素朴な使命感を追求することも大切であ

り、職員には健全なバランス感覚を身につけることが求められています。 

 これからの行政職員には、形式的ではなく、実質的なコンプライアンスが求められるべきで

あり、住民福祉の向上のため、今後も職員の意識を一層向上させ、住民の皆さまから信頼され

る行政を目指してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   小川裕之副町長。 

○副町長（小川 裕之君）   私からも行政の法令遵守についてのご質問にお答えさせてい

ただきます。 

 先ほどの町長の答弁にもございましたが、公務員は全体の奉仕者として公共の利益のために

勤務するものであり、住民全体の利益を追求することが求められております。 

 そして住民の皆さまからの信頼に支えられて仕事を行っておりますことから、職務における



法令遵守は当然のこと、私生活におきましても、飲酒運転や住民の方から信用を損なう行為は

絶対にあってはならず、誠実・清廉で公正な態度を示すべきであると考えております。 

 これにつきましては先ほど町長が申し述べましたとおり、地方公務員法第３３条で「職員は

その職の信用を傷つけ、または職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」と

信用失墜行為を禁止しております。また、地方公務員法第３４条第１項では「職員は、職務上

知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする」と、公務員とし

ての守秘義務を規定しているところでございます。 

 このように公私を問わずコンプライアンスが求められるところでございまして、日ごろから

職員に対しては意識啓発と研修を実施しているところでございます。 

 また、私といたしましては、町長より入札に関する事務を委任されており、入札事務に関す

るコンプライアンスも大変重要であると考えておりまして、公正な入札の確保に向け、職員が

不祥事に関与することを防止し、入札や契約に対する住民の信頼性を確保いたしておるところ

でございます。 

 そのため入札情報の管理の徹底、不正行為や不当な圧力の排除の取り組みを継続していくと

ともに、工事などの設計、入札や契約事務にかかわる職員の意識の向上に取り組んでまいりま

す。 

 また、情報漏えいや情報システムへの不正侵入などの情報セキュリティに対する脅威が日々

高まる中、マイナンバー制度の運用が始まり、特定個人情報の厳正な管理が求められておりま

す。 

 本町におきましても、特定個人情報等の適正な取り扱いの確保について、組織として取り組

むための「東員町情報セキュリティ基本方針」を策定しております。行政の業務と情報は切っ

ても切れない関係にあり、個人情報の収集、共有、編集、管理など、それぞれの場面で職員に

コンプライアンスが求められております。 

 今後も人的に、そして物理的にあらゆる安全管理措置を講じて、個人情報の管理徹底に努め

てまいります。 

 このように公務員に求められる職務の公平性、公正性、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義

務の徹底など、内部統制の強化をこれまで以上に図り、住民の皆さまからの信頼確保と住民福

祉の向上に取り組んで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いたしま

す。 

 以上で私からの答弁を終わります。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   山本議員の行政運営上の遵法規範について、お答えをいたし

ます。 

 私のほうからは教育行政にかかわる遵法規範について、お答えをいたします。 

 まず教育行政を進める職員、教職員についての遵法規範についてお答えをいたします。 

 議員もご承知のように、全ての教育行政は憲法を基本にした法律により、その実施を進めて



おります。そしてそれを推進する全ての公務員、教職員には公務員としての服務義務というも

のが生じます。この服務義務は「全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき公務員と

して、一般の雇用関係とは違った規律に服することを受諾して公務員関係に入った職員自身の

意思」というものが根拠となります。このことは自分の意思で公務員に採用された時点から、

憲法をはじめとする法に基づいて職務を進めなければならないということを意味しております。 

 憲法第１５条の規定を受けて教育基本法第９条第１項では「法律に定める学校の教員は自己

の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならな

い」第２項では「前項の教員については、その使命と職責の重要性に鑑み、その身分は尊重さ

れ、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実を図られなければならない」と規定

され、教育公務員としての使命感と研修の重要性が述べられております。 

 さらに県費負担教職員は地方公務員としての身分も有していることから、先ほど町長が述べ

ましたように法令遵守すべき事柄もいくつかあります。 

 教育公務員としての遵法規範には、大きく２つの服務義務があります。１つは職務上の義務

であり、もう１つは身分上の義務であります。 

 その中の職務上の義務としては、３種類の規定があります。 

 １つ目は服務の宣誓があります。これは辞令交付式に行われるもので、東員町では「私は、

ここに、主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、かつ、養護することを固く誓

います。私は、地方自治及び教育の本旨を体するとともに、公務を民主的にかつ能率的に運営

すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として、一部に偏することなく、誠実かつ公正に職務

を執行することを固く誓います」と宣誓し、署名捺印して提出をしております。 

 ２つ目の職務上の義務としては法令等に従う義務があります。これについては、地方公務員

法で規定されているとともに、県費負担教職員である教職員は、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律のもとにも置かれます。それゆえ地方教育行政の組織及び運営に関する法第４３

条第２項では「県費負担教職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、当該市町の条例及

び規則並びに当該市町教育委員会の定める教育委員会規則及び規定に従い、かつ、市町教育委

員会その他職務上の上司の命令に忠実に従わなければならない」と規定されており、遵法規範

意識の確立に向け、法的にも遵守しなければならないようになっております。 

 ３つ目の服務義務は、職務に専念する義務であります。 

 これについても地方公務員法で明確に規定されているとともに、特に教育公務員としての資

質・能力を向上させる必要性から、研修についても多く規定をされております。 

 教育公務員特例法第２１条では「教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と

修養に努めなければならない」第２項では「教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修につ

いて、これに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その

実施に努めなければならない」というように、本人の研修努力とともに、任命権者としての研

修機会提供を規定をしております。 

 また同法２２条では第１項「教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならな



い」第２項「教員は授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を

行うことができる」第３項「教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、

長期にわたる研修を受けることができる」と規定され、研修機会の保障と研修のための職務専

念義務の免除がいくつか認められております。 

 次に、身分上の服務義務について答弁をいたします。 

 第一に信用失墜行為の禁止や営利企業等の従事制限についての法的規定があります。ただ、

教育公務員の営利企業等の従事制限については、教育公務員特例法第１７条第１項で「教育公

務員は、教育に関する他の職を兼ね、または教育に関する他の事業もしくは事務に従事するこ

とが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、または受けな

いで、その職を兼ね、またはその事業もしくは事務に従事することができる」第２項では「前

項の場合においては、地方公務員法第３８条第２項の規定により人事委員会が定める許可の基

準によることを要しない」と規定され、一般公務員と教育公務員の違いを明確にしております。 

 以上のように、教育行政・学校現場で勤務している公務員・教育公務員は全体の奉仕者とし

ての使命が明確に規定されている法令のもと、職務に邁進をしているところであります。 

 今後も遵法規範意識を向上させ、全体の奉仕者としての使命感を持ち、教育行政を進めてま

いりたいと思いますので、よろしくご理解いただきますようお願いをいたします。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   山本議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   それぞれ高名な倫理観のもとでご答弁をいただきました。

特に教育長においては、細部にわたってご答弁をいただきました。 

 そこでお尋ねをさせていただきたい。 

 そうしたご答弁いただいた幹部の皆さんのその思い、その倫理観があれば、昨年このまちで

とても残念な事件が発生をいたしました。昨年７月２日ですね、東員町の職員が公職選挙法違

反で判決を受けた。罰金２０万円、公民権停止３年ということですね。非常に残念な事件であ

ったと思います。 

 人は間違いを犯す、私もその一人であろうと思います。完璧な人などいない。それは承知を

いたしております。しかしながらこのまちで大切なこと、それは私どもからすれば選挙という

のは、町長もそうであろうと思いますけれども、我々にとっては命がけの挑戦ですよね。地域

の皆さん、家族、みんなも巻き込んでやらなきゃいけないのが選挙です。その選挙を取り仕切

る東員町選挙管理委員会の幹部職員が選挙違反に問われる。このことはさまざまな報道機関に

よって報道されました。 

 触れたくはない。けれども天知る地知る人ぞ知る。このまちの皆さんはみんなこの件につい

て心を痛めているということであろうと思います。 

 そんな中でこうした問題を二度と起こしちゃいけない。当然ですよね。少なりといえども東

員町、首長も議会も命がけで選挙を戦う。その重さを知っていただきたい。 

 町長が一番迷惑してるんですよ。あなたの知らないところでいろんなことが行われたと私は



信じております。それだけにこの問題については、議員として、住民の皆さんの付託を受ける

身として、どうしても質問をしなきゃいけない、このように思います。 

 ほかの部長、局長、皆さんにお尋ねをしたい、幹部職員ですね。これからどうやってこのま

ちを運営していくのか。皆さんの肩にかかっている。そのときに、その幹部自らそうした規範

に合わない、法を犯すようなことをやってはいけない。皆さん、当然のことだと思います。 

 そこで多分、先ほど町長、副町長、教育長からご答弁をいただいた、それぞれの職務の部長、

局長はそのとおりだと、そういうお考えであろうと思いますので、ここでいちいちお尋ねする

ことはありません。時間制限もありますのでね。 

 そこでどうしても聞いておきたい。総務部長、あなたは当時の書記長ですよね、選挙管理委

員会の。その大切な業務に携わっていただいた。それに関して、あの事件についてどのように

反省して、これからどういうふうな東員町の選挙管理委員会を運営していくのか。そのことに

ついて、お考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   齋藤博重総務部長。 

○総務部長（齋藤 博重君）   総括的な答弁につきましては町長が答弁させていただいた

とおりでございますが、事件に鑑みまして、今後全体の奉仕者として意識を持って職責を遂行

していきたいと考えております。 

○議長（三宅 耕三君）   山本議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   次に、残念ながらお伺いをしなきゃいけない。当事者であ

った、あえて名前は言いません、幹部職員から、これらの件に対して住民の皆さんに、そして

町長をはじめ皆さんに大変なご迷惑をかけた、そのことを反省しての言葉を述べていただきた

い。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   ちょっと今の質問でございますが、この件につきましてはもう

法の裁きも終わっております。それから懲戒処分も終わっております。したがって社会的制裁

を本人も受けておりますし、私は聞いておりますのは悪意のない、ただ軽率だったと聞いてお

りますが、いずれにしろ、全て終わったことを蒸し返すということはいかがなものかというふ

うに思っておりますので、この件に関してはもう終わったことというふうにしていただきたい。

特別委員会も終わっておりますし、一時不再議ということもございますので、ぜひこの件に関

してはもう終わったものというふうにしていただきたい。我々職員一同、全て反省をして新し

い出直しをしておりますので、そのところはよろしくご理解賜りたいというふうに思います。 

○議長（三宅 耕三君）   山本議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   せっかくかわって町長からご答弁をいただきましたけれど

も、私は先ほど申し上げた。私もこれ以上申し上げたくない。済んだことにしたい。そのよう

な思いであることは皆さんと同じだと思います。しかし私は議員の立場であります。住民の代

表の一人であります。そんな中で、せめてこの問題が法的にきちっと決着がついておれば、私

は何も申し上げることはない。しかしまだ法的には決着がついてない。そうですよね、３年間



の期限がまだ過ぎてませんね、まだ、公民権停止の。 

 そんな中で早々会計管理者として復帰された。それは人事は町長の専権事項です。それにつ

いて我々がとやかく言うつもりはありません。しかし堂々とこの議場へ出るからには、それだ

けの覚悟を持って出てもらわなきゃ困る。町長の弁を聞くまでもなく、あなたの口をかりるこ

となくして、自分の口から堂々と、反省しているのであれば反省していると、そういうお話を

承ればいいんだけれども、黙っていてはだれも理解ができない、このように思いますので、ぜ

ひ答弁を求めたい。 

○議長（三宅 耕三君）   早川正会計管理者。 

○会計管理者（早川 正君）   すみません。ただいま町長、副町長、教育長から法令遵守

について説明をされました。公務員には法令を守ることが厳しく規定をされております。そう

いったことは十分承知をしております。 

 そのような中で昨年私が起こしました事件、私の本当に軽率な行動から多くの町民の方に大

変ご迷惑をおかけしました。本当にどうもすみませんでした。 

 特別委員会の調査におきましても申し上げたところでございますけれども、今後、事件につ

きましては真摯に受け止め、より一層東員町のために働き、信頼回復に努めることが私に与え

られた責務というか、そうすることが町民の皆さまへの謝罪になるというふうに考えておりま

す。今後とも真摯に業務に向き合いまして、業務遂行をしてまいりたいと思っております。 

 よろしくお願いをいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   山本議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   ただいま本人の口から謝罪と今後に対する決意をお伺いを

させていただきました。 

 私からは以上であります。これ以上は申し上げない。しかし１つだけ、ぜひその反省がある

なら、あと２年足らずかな、公民権停止が解けるのは。その間はぜひ本人自重していただいて、

我々はしっかり見ていきますので、しかるべき業務に励んでいただきたい、このように思いま

す。 

 この件に関してほかの部長、局長さんですね、何か一言あれば、この際伺っておきたいと思

います。ありませんか。 

 教育委員会局長、お考えがあればお尋ねをします。 

○議長（三宅 耕三君）   小川増久教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（小川 増久君）   お答えさせていただきます。 

 先ほど町長、副町長、私ども教育長が申し上げましたように、全体の奉仕者として、公共の

利益のために公務員として職責のほうを果たしてまいりたいと思いますので、よろしくお願い

申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   山本議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   じゃあせっかくですので福祉部長、生活部長ですね、それ



ぞれこの件に関しての思いを述べていただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   松下文丈福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。 

 先ほど町長、副町長、教育長が申し上げましたとおり、全体の奉仕者として公共の利益を守

っていきたい、職責を果たしてい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）   伊藤通数生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   私も同じような形にはなりますけども、公共の利益、また

全体の奉仕者として、あと残す限り、職務に専念させていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   山本議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   安心しました。もう一人忘れてました。建設部長。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   建設部長の近藤でございます。 

 奮励努力あるところに道は開けると申します。しっかり今後も全体の奉仕者としての意識を

持って職務に邁進していく所存でございます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   山本議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   ごめんなさいね。これで全てのこのまちの幹部の皆さんが

高い倫理観のもとで行政を遂行していただくということでございます。ぜひ心新たにして取り

組んでいただきたい。 

 そして皆さんの務めは、それぞれの部課において、先ほどもありましたように、自分の課の

皆さんにその法令遵守、公共秩序をきちっと守っていこうねという、そのことをぜひ浸透させ

ていただきたい。二度と私がこのような質問をしなくて済むようにお願いをさせていただきた

いと思います。 

 それでは次に、先ほど町長の答弁を遮りましたけれども、その他の項ということでお尋ねを

しておきます。 

 東員町にはたくさんの公共施設があると思うんですね。教育委員会には教育委員会の施設が

たくさんある。学校施設もあり、あるいはスポーツ施設がありますね。そして町長部局にもい

ろいろな施設を持っておられる。 

 そんな中で先ほどお話があったように、公平・不公平はないということなんですけれども、

それを公平不公平がないようにやるためには、やはり東員町として条例や条文できちっと明記

されていなきゃいけないと思うんですよね。おっしゃいましたよね。法に基づいて、きちっと

行政は事業を推進していくということなんです。 

 それでそういうこれも規範といいますか、多分、全部署で条例なり何なり、そういうものが

整備されていると思うんですけれども、その辺のところは間違いありませんか。これは総務部



長にお尋ねをさせていただきたい。 

○議長（三宅 耕三君）   齋藤総務部長。 

○総務部長（齋藤 博重君）   町にはいろいろな行政財産がございます。その中でそれぞ

れ行政財産は貸し付けと目的を持って使用させていただいております。適正に管理をした上で

使用の許可、申請に基づいて許可させていただいているという理解をしております。 

○議長（三宅 耕三君）   山本議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   そこで少し気になることがあります。町内の皆さんから、

あの施設が空いているんだけれども何とか使えないだろうかと、そういうお話がありました。

そこで当局の担当におつなぎをさせていただいた。そうすると、この施設についてはもう事前

に契約をしてます、そしてほかの空いてる場所はどうですかという話をした。いや、あれは物

置に使っていて無理ですよという話。 

 素朴な疑問として、もし部屋が空いていて物置に使っているというのは、物をどければ使え

るんですよね。せっかくの部屋があって、そこが物置に使っているというのであれば、その物

をどけて使わせてあげれば片がつくわけですよね。それができないという。東員町行政はそん

なに冷たい行政なのか。せっかく空いている部屋があって、条例で決まっているかわかりませ

んよ。だけどそんな理由で、前に契約しているから使っている部屋を使わせない。空いている

部屋があっても、そこは物置に使っているから使えないよという、それが本当に住民目線の行

政なのか。 

 その時に先ほど来おっしゃっている法に基づいて、こういう理由でお貸しできませんという

ならともかくとして、そこは先に契約している、ここは物置に使っているからだめだという、

そんな論理がまかり通る、そんなことが果たしてあっていいのかどうか。副町長、いかがです

か。 

○議長（三宅 耕三君）   小川副町長。 

○副町長（小川 裕之君）   先ほどの質問にお答えをさせていただきますが、具体的にど

ういうところがどういうふうに、何をどう使うのかが、ちょっとわからない部分があるので一

般論でお答えします。 

 １つは、特に行政財産であれば行政財産の目的外使用という形で、普通は東員町の場合です

とお貸しをしております。したがってそれは全ての建物があれば、それを全体に貸しているわ

けでございまして、例えばＡという団体に貸しているわけですから、そこをたまたま空いてい

るからといって、Ａの占有権を排除するような形で町がそこを貸せるかということは大きな問

題になってきます。たまたま空いているのかもしれない。物置といっても、その団体が使って

いるものなのかもわからない。 

 ですからそういう意味では、一旦基本的に行政財産の目的外使用を許可した場合については、

全体を貸しているわけですから、たまたま空いているとか、そういう貸している相手方以外の

第三者の、ある意味都合で貸せるのかというのは、行政としては考えどころだというふうに思

います。 



 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）   山本議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   具体的にお話をすればいいんだけれども、時間の制約があ

りますので、ここでは時間の都合上、説明はできませんけれども、たとえどうであっても町の

公共施設というのは行政だけのものではない。わかりますね。町民皆さんの財産でもあるわけ

ですね。そうでありませんか、行政の皆さんのものですか。そうじゃないですよね、町民みん

なの公共施設だと私は思ってます。 

 そうであるなら、いろんな申し入れがある。それに対して、きちっとした説明がなされて、

そして使える使えないという話ならいいけれども、しゃくし定規に先約があるからだめだとか、

空いているんですよ、使ってないときのことを言っているんですよ、使ってないときのことを

ね。 

 だからそういうことであるなら町長、ぜひ柔軟性を持って、地域の皆さんのために開放して

いくべき。前回の質問でも教育長と質疑しましたね。学校施設、これもできるだけ開放してい

ただいて、地域の皆さんが利用できるように図ってくださいねというお話もさせていただいた。

そんな中で、いろんな制約があるんでしょう、貸せないというね、その理由は。だけどそれを

超えてやっていく。大変な少子高齢化社会じゃないですか。みんなで助け合っていこうよとい

う中で、ぜひ柔軟な発想でやっていただきたいと思います。 

 町長、お話を。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   議員ご指摘のとおり、行政財産といえども、これは町民のもの

であるというふうに思っております。ただ、我々行政が管理をさせていただいているという立

場だという認識をしております。ですから町民の皆さんにお使いをいただくというのは当然の

ことだと思いますが、それには先ほどの一番最初の議員のご質問にありました遵法規範、ルー

ルというものがあります。ルールに従ってお貸しするものはお貸しするということになると思

います。 

 私も具体的にどこのことだかわかりませんので、これも一般論として、ルールがあって、ル

ールに従ってみんなで使う、町民みんなで使えるようにするというのが、これが基本だという

ふうに思いますので、そのルールの中でお貸しするしないということは、我々管理している者

として、町民から付託を受けた者として判断をしてまいりたいというふうに思います。 

○議長（三宅 耕三君）   山本議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   私はルールを超えて、ルールを外してという話はしてない

んです。ルールがあるなら、そのルールの中できちっと検討をしていただいて、そしてできる

ことなら物置に使っているぐらいなら使わせてあげようよ、ルールの中でですよ、そういう発

想があってもいいのではないかというお話をさせていただいている。それを超えて、我々はそ

の施設はみんな管理しているんだから我々のルールでやるというなら、それで結構であります。

それは町民の皆さんがどういう判断をなさるかは別でありますのでね。 



 そして最後に、こんな指摘ばっかりではいけませんので、少しうれしい話もさせていただき

たい。 

 実は以前、東員町の各小中学校、和式のトイレがまだ随分残っているよという、そういうこ

とがありましたよね。それでその件について改善していただこうよ、この時代、どうしても今

の子どもは和式には慣れてないということで、洋式に改修してもらいたいという、そういうＰ

ＴＡからや、いろんなお母さんや、そういう方からの要望がありましたので、早速教育委員会

の総務のほうにおつなぎをさせていただいて、見事にそれを短期間のうちに、限られた予算の

中でやり遂げていただいた、この夏休み中にですね。そしてこれは笹尾の学校の件ですけれど

も、在来のほうでも少し残っておりますけれども、これについても来年度に向けて整備をして

いっていただくという、そういうことです。 

 これに携わっていただいた担当の職員の皆さんには、よくやっていただいた、ぜひそういう

気概を持って、住民の皆さんの要望を、予算がありますよ、限られた予算の中でやっていける

ものはどんどん進めていただきたい。我々はあくまで是々非々の立場で議論をさせていただき

ます。いいことは進めてください、おかしいことはおかしいねという立場でありますので、ぜ

ひ今後ともそういう姿勢を貫いて議論をさせていただきたい、このように思います。 

 長時間にわたりましたけれども、私の質問はこれをもって終わりとさせていただきます。 

 ありがとうございました。 


