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○４番（伊藤 治雄君）   おはようございます。私もマスクを外しての質問とさ

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。 

 ９月に入り秋本番となりましたが、まだまだ猛暑日が続いたかと思えば、大型台風

の接近に特別警報が発令されるなど最大級の警戒が必要という状況となっております。

また新型コロナウイルス感染症も終結の兆しも見えず、こちらも予断を許さない状況

となっております。コロナ対策については、当局におかれまして、国等の動向に注意

していただきながら最善の対応をお願いしたいと思います。 

 それでは、議長のお許しを頂きましたので、通告書に従いまして質問してまいりま

すので、よろしくご答弁願います。 

 今回は各課題とも少し掘り下げ、内容によっては抽象論ではなく、より具体的な質

問となっておりますのでご了解願います。 

 まず１．これからの基礎自治体の在り方について（１）市町村合併についてお尋ね

いたします。平成の大合併は平成１１年度以降、約１０年間かけて全国的に実施され

たことは周知のとおりでありますが、その効果が現れるまでには１０年ほどを要する

と言われております。まさにその評価が現在議論されております。合併は一応の区切

りを迎えた平成２２年当時の総務省が取りまとめた資料によりますと、全国の市町村

数では３，２３２から１，７３０となり、減少率は４６．５％、三重県では６９から

２９となり、減少率は５８．０％となったところであります。合併の効果としまして

は、広域的なまちづくりや公共施設の統廃合など、行財政の効率化が挙げられている

一方、中心部だけ良くなった、住民の声が届きにくくなったなど、住民サイドのマイ

ナス効果が上げられています。また総務省が考える今後の展望として、今後の人口減

少、少子高齢化の進行や厳しい財政状況を踏まえ、市域主権改革の進展等により基礎

自治体である市町村の役割は一層重要になるとし、さらなる市町村合併による行財政

基盤の強化や共同処理方式による周辺市町村での広域連携などを指摘しております。 

 そこで町長にお尋ねします。①平成の合併についての所感としまして、最終合併か

ら約１０年が経過しましたが、新たに市町村の合併の特例に関する法律の改正法が令

和２年３月に公布され、期限が１０年間延長されたところであります。住民の立場、

行政の立場から賛否両論がある中、当時は携わっていなかったので難しいとは思いま

すが、首長としての感想をお尋ねします。そして行財政改革については常に努力され

てみえますが、合併しなかったことによる行財政の効率化などについての弊害はあり

ませんか、お尋ねします。 

 ②地方制度調査会の令和元年度の市町村合併についての今後の対応方策、答申に対
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する所見としまして、令和元年１０月に国に対し提出された答申の中で、今後の基礎

自治体による行政サービスの提供体制についての考え方に述べられている自主的な市

町村合併という手法は、行財政基盤を強化するための手法の一つとして引き続き必要

という調査会答申についてのご所見を求めます。 

 ③現状に対する認識としまして、長引くコロナ感染症対策や公共施設の管理等、厳

しい財政状況を踏まえた中で、広域的な対応の必要性についてどのようにお考えです

か。また長期にわたる展望についてお伺いいたします。 

 次に（２）広域連携についてお尋ねします。平成２１年度、一応の合併が終了した

時点で総務省は、簡素で効率的な行政体制を目指す取組を常に続行する必要があるが、

現在、市町村がおかれている状況や課題は多様であり、今後の市町村における事務処

理の在り方を考えるに当たっては、これまでのような合併を中心とした対応ではなく、

市町村の多様性を前提にして、それぞれの市町村が自らの置かれた現状や今後の動向

を踏まえた上で、その課題に適切に対処できるようにする必要があると、その時点か

ら提議しております。 

 そこで①国の示す地方公共団体の広域連携の在り方としまして、１点目として、２

０４０年問題を迎えようとする中で現在実施している委託や一部事務組合などを例に

挙げていただき、広域連携手法のメリットとデメリットとしてどのようなものがあり

ますか。２点目といたしまして、令和２年地方制度調査会第３２次答申のうち、地方

公共団体の広域連携にある基本的な考え方及び公共私、具体的には行政、コミュニテ

ィ組織、ＮＰＯ、企業等ですけども、これらの連携への対応についてご所見をお伺い

します。３点目として、平成２２年にいなべ市と協定が締結された旧員弁郡定住自立

圏は多くの具体的取組事項を掲げておられますが、この推進体制と年間予算額及びこ

の組織が主な目的とされていることを簡単にご説明願います。またこの計画の中で令

和２年度からスタートしました第３次共生ビジョンの将来像に掲げる光輝く地域と表

紙にも記載しておりますが、これは具体的にいかなるものでしょうか、お示し願いま

す。 

 次に②本町が参加している広域行政組織の状況としまして、広域行政組織として桑

名広域清掃事業組合、桑名・員弁広域連合や、現在は休止状態となっている組織も含

め、平成３０年度で８０を超える団体があり、平成３０年度支出金額では約１１億９，

０００万円、うち三重県後期高齢者医療広域連合、桑名市消防事務委託、桑名広域清

掃事業組合で約１１億８，０００万円となっています。重要施策の一環と認識してい

ますが、平成３０年度、支出額なしという組織も１９団体ほどあり、今後それぞれの
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必要性等を十分に考慮すべきと考えますが、ご所見をお伺いします。 

 最後に③新たな広域行政圏組織の推進方針としまして、現在の桑名・員弁広域連合

は地方自治法に基づき設立され、平成１１年に桑名・員弁広域連合広域計画を制定し、

実施している事業はし尿処理経費など僅かであると伺っていますが、今後もこの組織

を継続して推進されるのであれば、内容の再検討が必要ではないかと考えますがいか

がでしょうか。また先日の新聞報道にもありましたが、自治体の枠組みを超えた東海

３県、８市町村、三重県では桑名市と木曽岬町が参加し、国土交通省木曽川下流河川

事務所とともに、広域避難連携のルールづくりを策定し、広域的枠組みの中で災害対

策に向けスタートしました。最近は地方自治法に基づく一部事務組合や広域連合より

も法人設立要件を要しない簡便な仕組みに組織、例えば連携協約、協議会、機関等の

共同設置、事務の委託、事務の代替執行により経済振興、防疫対策など広域的な取組

を実施しているケースが多くなってきていますが、本町においてもその時々の社会経

済状況に即応した地域連携を模索し、住民サービスの向上に努めてはいかがですか。

そのため、旧員弁郡定住自立圏とは別に、時代に即しなおかつ必要に応じた広域連携

の在り方について、外部委員にも参画していただき、分野別に委員会などを設置し検

討してはいかがですか。 

 以上、広域行政圏組織の必要性や考え方について、町長のご所見をお伺いします。

よろしくお願いします。 

○議長（水谷 喜和君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   多岐にわたるご質問を頂きましたので、順次お答えを

させていただきます。答弁漏れがあればまた指摘してください。 

 まず「平成の合併」についての私の所感でございますが、国・県が積極的に関与し、

アメとムチを使って強引に進めた合併でありましたが、結果を見てみると必ずしも成

功した取り組みであったとは言えないと思っております。財政的に豊かな大都市圏内

での合併が少なく、貧しい地方圏の市町村を中心とした合併が多かったことからか、

国が意図していた合併による地域格差の是正は空振りに終わったと思っております。

合併した自治体と合併しなかった自治体とを比較しても、財政的な数字で、合併しな

かった自治体の方が上回っているとの報告があります。さらには合併自治体の住民に

は、合併前に比べて、行政サービスは低下したというとの声も聞かれております。こ

うした中、本町は合併をせず単独で生き残ることを選択いたしました。これは、住民

一人ひとりが望んだ結果だと思っております。本町が合併しなかったことについては、

町が生き残るための東員町独自の取組を、まだまだ途中ですが、行ってきた成果を町
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民の皆様がどう判断していただけるか、どう評価していただいているかということに

かかっていると思っております。 

 次に地方制度調査会による答申では、行政サービスの提供については一つの市町だ

けではなくて、広域連携や、あるいは都道府県の補完など、合併だけではない多様な

手法を取りながら進めていくことと提言されております。これからは、市町が知恵を

出し合いながら、お互いに協力し合った行政サービスを進めていくことが肝要と思い

ます。 

 本町の現状に対する認識といたしましては、現在、本町財政の健全性は保たれてい

ると考えておりますが、今回のコロナウイルス対策も含め、今後、公共施設の維持管

理経費や社会保障費の増加、さらには２０４０年問題など、財政を含めた本町の現状

及び将来は厳しいものと考えております。そのための歳出の見直しなどに着手してお

りますが、それとともに、これからは稼げるまちづくりを進めていかなければなりま

せん。引き続き、予算の選択と集中を行い、町民や企業の皆様の協力も頂きながら、

行政運営に努めてまいります。 

 次に広域連携についてでございますが、現在、本町が連携している代表的なものと

して、桑名・員弁広域連合へのし尿処理の委託や、桑名市への消防事務の委託などが

あります。メリットといたしましては、単独で行うよりもコスト面での有利さが挙げ

られます。反面、デメリットとしましては、それぞれの市町独自の意見が通りにくい

ことや意思決定の複雑化などが挙げられます。地方制度調査会が示す基本的な考え方

につきましては、私たち基礎自治体が、今後直面する課題に対応していくためには必

要な視点であると考えております。またその中で指摘されている、行政、コミュニテ

ィ組織、ＮＰＯ、企業等の連携については、これからの社会の課題を解決していくた

めに、行政だけが全てを担うのではなくて、それぞれの組織が得意な分野を受け持つ

ことが必要と考えます。それに伴い、今まで行政に集中していた財源を含めた地域資

源を、公平な観点で分け合うということになります。少子高齢化が進み、町民生活の

ニーズが多岐にわたってくる中、これからの地域づくりは、自治会だけではなくて、

地域課題を解決するためのＮＰＯや企業などが参画する新しい意思決定の仕組みが必

要になってくるものと考えております。 

 次に、「旧員弁郡定住自立圏共生ビジョン」につきましては、現在第３次に入って

おります。連携する具体的な事業の令和２年度予算につきましては、いなべ市がおよ

そ１５億４，０００万円、東員町がおよそ６億９，０００万円となっています。推進

体制につきましては、中心市となるいなべ市が主体となり、学識経験者、いなべ市、
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東員町の行政、医療福祉教育等の有識者などで構成する委員会により進めております。

また、それにかかる費用については、いなべ市から支出されております。この旧員弁

郡定住自立圏については、今後大幅な人口減少が各地で見込まれる中、安心して暮ら

せる地域を育み、地方から首都圏への人口流出を抑え、地方圏への定住を促進するこ

とを目的として平成２２年から、いなべ市と東員町が協定を結び行っているもので、

目標といたしましては、２０２４年にいなべ市、東員町と合わせて７万１，０００人

の人口を維持することといたしております。目指すべき将来像「光り輝く地域」につ

きましては、いなべ市と東員町が協力し合い、この地域にいつまでも住み続けたい、

住んでみたい、訪れてみたいと思える地域にしたいという願いを込めて、当初から掲

げられているものでございます。 

 次に東員町が参加している広域行政組織の状況でございますが、町ホームページで

公開しておりますとおり、およそ８０の団体等となっております。大きなものといた

しましては、県内２９市町が参加している三重県後期高齢者医療広域連合や、桑名市、

いなべ市、木曽岬町とともに行っている桑名広域清掃事業組合などがあります。こう

した団体は町単独で行うより効果的で効率的な面が大きく、重要な広域連携と認識し

ています。また支出のない連携についても、例えば大台町との提携など、負担金を必

要としないものもありますので、一概に不要と考えることはありませんが、団体によ

って、今後連携が必要なくなったと判断した場合には、脱退も含めた検討をしてまい

ります。 

 新たな広域行政圏組織の質問でございますが、桑名・員弁広域連合につきましては、

現在、し尿処理、放流水の環境測定など、環境施策の一部についてのみを広域で実施

しているにすぎません。この組織の一層の活用を図るため、例えば在宅医療や介護連

携などの協同事務の推進や、本町陸上競技場の広域共同運営などについて、本町から

提案をさせていただいたこともありますが、連携市町の事情もありまして実現には至

っておりません。 

 法に基づかない簡易な仕組みの組織につきましては、現在も北勢線事業運営協議会

や、三重北勢広域住民基本台帳ネットワーク協同運用など、様々な市町と連携しなが

ら事業を進めております。 

 最後に、広域連携について委員会を立ち上げることにつきましては、今後必要と判

断すれば検討してまいりたいと思っております。 

○議長（水谷 喜和君）   伊藤議員。 

○４番（伊藤 治雄君）   細部にわたってご答弁ありがとうございました。 
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 ２、３点再質問させていただきたいと思います。まずは現在、先程も議員から質問

がありましたけど、新総合計画を策定中でございますが、今や行政運営というものは、

以前も申し上げましたけども、都市間競争から都市間連携の時代へ移行しつつあると

思います。その観点から、広域連携について進むべき方向性につきまして、新しい総

合計画の中に盛り込んでいるかどうか、その辺、分かる範囲でお答えいただきたいと

思います。よろしくお願いします。 

○議長（水谷 喜和君）   丸山政策課長。 

○政策課長（丸山 太君）   総合計画の関係なんですけども、先程の質問にもご

ざいましたが、現在、基本構想として東員町にとってかけがえのないもの、６つの柱

を町民の皆さんとともに考えてきました。この柱は「暮らしやすさ」「健康」「学

ぶ」「働く」「家族」「繋がり」の６つなんですけれども、この構想のためには何が

必要かを現在、このみらい会議の皆さんとともに検討しているんですけども、大まか

に広域連携は「繋がり」に関係してくるものと考えています。また今回、ＳＤＧｓの

考え方も取り入れて総合計画を策定しているんですけども、ＳＤＧｓで言いますと、

ゴール１７パートナーシップ、こちらのほうが関連するものだと感じておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（水谷 喜和君）   伊藤議員。 

○４番（伊藤 治雄君）   ありがとうございました。「繋がり」の点で連携とい

うものを考えていくということで理解させていただきます。 

 それと先程、副町長の答弁でありましたが、力点を明確にしていくことが大切とい

うような発言がございました。確かに私もめり張りをつけていくことは大切だと思い

ますので、やはり１０年計画、少し長いようには思いますけども、その中に広域連携

というものを明確にし、検証をきっちり行っていただきたいと思います。この件につ

いては以上とさせていただきます。 

 次に、私は人口というものは地方公共団体の発展や行政運営上における大きな要素

の一つであると考えております。少子高齢化を迎え、全国的にも２０４０年問題が大

きな課題となっております。そのような中、先程来ありますように、この冊子ですね、

第３次旧員弁郡定住自立圏共生ビジョンにおいて、２０４０年の東員町の将来人口は

２万２０９人となっているものの、将来人口目標では２万１，１８５人と見込んでい

ます。両数値の間には千人ほどの乖離があり、目標値が推計値を上回っているのは何

か特別な人口増加計画でもあるのですか。あれば具体的な手法をお聞かせください。 

○議長（水谷 喜和君）   丸山課長。 
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○政策課長（丸山 太君）   定住自立圏の目標人口なんですけれども、定住自立

圏構想の趣旨としましては、３大都市圏への人口流出を防ぐ、私たちのこの地域の人

口を維持していこうという計画が主でございます。社人研の推計値、東員町の人口ビ

ジョンよりも高めなのは、推計値を目標とするよりも、現在の人口を減らさないよう

にしたいとの思いから、また第２次のときの目標値も勘案して、若干高めの数値と感

じられると思いますけども、いなべ市さんと相談させてもらって、また委員のご意見

も伺いながら設定させていただいたものです。 

○議長（水谷 喜和君）   伊藤議員。 

○４番（伊藤 治雄君）   規模的なことはよく分かるんですけども、私は今もお

っしゃっていただいた国立社会保障・人口問題研究所、これは人口問題については本

当に権威がある研究所ですけども、ここがこの冊子策定の数値にも携わっております

ので、やっぱり推計値というものは重視すべきだと思っています。この社人研が出し

ております２０４５年の日本の総人口は約１億６４２万人となり、２０１５年対比で

約１６％減少すると、なおかつ、４割以上、４割ですよ、減少する自治体が全国で４

１％あると言われております。やはり人口の問題は多方面に影響する数値であります

ので、非常にシビアなものであると認識しておりますので、楽観視はせず、現実を直

視して対応していただくことをお願いしておきたいと思います。 

 それから再質問の最後として、様々な自治体経営リスクを考えると、今後、単独自

治体での施策推進には限界が生じてくると言われております。目的ごとに広域連携を

促進していくのは、現在本町が参画している多くの組織の検証や、今後想定される少

子高齢化や災害等の事案について、本町を含め当該自治体との実情等をよく認識した

職員のスキルアップや育成が必要と考えております。そのため、本町においてよく使

われているワーキンググループやプロジェクトチームというものを編成し、その中で

検討してはいかがでしょうか。ご見解をお伺いします。 

○議長（水谷 喜和君）   丸山政策課長。 

○政策課長（丸山 太君）   広域連携についてプロジェクトチームを組まれては

いかがでしょうかというお話なんですけども、先程の町長の答弁にもありましたが、

今後必要になればそういったことも検討していければと思いますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

○議長（水谷 喜和君）   伊藤議員。 

○４番（伊藤 治雄君）   ぜひとも検討していただきたいと思います。その時点

であたふたするよりも、事前にやっぱりそういうような組織の中で将来的なものをよ
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く検討するということが、今の時点では本当に必要だと私は思っています。よろしく

お願いします。 

 それでは続きまして、２の社会教育の推進について（１）生涯学習についてを質問

させていただきます。①生涯学習の基本理念と町方針としまして、教育における憲法

と言われる教育基本法第３条に謳われていう生涯学習の理念についてどのように解釈

されていますか。またこの理念に基づいて町当局の推進方針をお尋ねします。よろし

くお願いします。 

 ②生涯学習における社会教育の位置づけとしまして、とかく教育と言うと学校教育

を意味する場合が多く感じとられますが、確かに人としての人格形成時期として家庭

教育や学校教育は大切であると、私も痛感していますものの、人生の大半を占める社

会教育の充実も大切と考えます。そこでこの両者の関係性についてご所見をお伺いし

ます。 

 次に（２）社会教育について①社会教育の必要性と地方公共団体としての責務とし

まして、東員町には単独で社会教育課を設置していることは大変評価できるものと思

います。そこで社会教育というものの必要性と、町が果たすべき責務はどこにあると

考えられますか。また文化振興の大切な活動拠点であります公民館につきましては、

戦後の荒廃した社会を立て直すためには国民自らによる民主的平和国家や文化国家の

樹立が謳われました。そのためには国民が今置かれている郷土の実態を把握し、自立

的活動に待つしかないとも言われておりました。そのような中、社会教育の必要性が

求められ、昭和２４年に社会教育法が制定され、公民館、図書館、博物館と社会教育

施設の中でも、先にも述べましたように、公民館はいち早く社会教育法の中に条文と

して謳い込みました。あとの２つについては後年度、単独法として成立していますけ

ども、公民館は社会教育法の中に急を要するので、単独で条文化しておるという現実

がございます。したがって公民館は新しい教育方法と正しい教育目的を持った市町村

の教育施設であり、ここでは市町村民が論断し読書し、生活上、産業上の指導を受け、

互いの交友を深める場所づくりを目指してまいりました。しかしながらも、法律が制

定されてから今日に至るまでには、社会の変革もあり、当初の目的等を達成するため

に逐次法律の改正を行うとともに、実態に即した内容となり、それがまさしく講座、

サークル等がメインの現在の公民館の利用実態であると思います。この法律が制定さ

れた当初の趣旨である、戦後、混乱した社会を立て直すといったものから若干かけ離

れつつあるように認識しますが、それは社会情勢の変革とともに変わるのは当然かと

思うところもあります。 
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 そこでお尋ねします。公民館の運営内容について、講座、サークル活動等がメイン

になり、すなわち社会教育法に定める設置目的や、果たすべき事業を着実に実施して

いますか。最近、公民館がコミュニティセンター化する傾向が見受けられますが、支

援手法等、本町としての今後の見通しをお伺いします。また現在の公民館活動の推進

体制と、令和元年度２８講座、２６６人の受講がありましたが、活動団体数や受講者

の推移はいかがでしょうか。 

 次に②今後の推進方法としまして、人生における社会教育というものは大変重要で

あると考えます。今後、どのような体制で文化活動やスポーツ活動等の推進に取り組

んでいかれますか、お尋ねします。 

 最後に（３）スポーツの振興について①町民プールの今後としまして、東員町の生

涯学習の中での学校教育や社会教育における町民プールの位置づけはどのようなもの

かお尋ねします。また今年度中の検討課題としていろいろな方策を検討していると伺

っておりますが、現在の進捗状況はいかがなものでしょうか。 

 次に②令和元年度教育委員会事務事業点検・評価報告書等からとしまして、評価報

告書の社会教育課に係る主要事業のスポーツ関係団体への育成支援では、東員町スポ

ーツ協会の３団体について実情等を評価し、今後も町民のだれもが参加しやすく、ス

ポーツを通して健康維持や交流ができる場を充実していくよう、次年度以降も支援に

努めていきますとしておりますが、今後のスポーツ協会の役割や関わり方についてご

教示願います。また歴史ある町主催の体育祭、駅伝大会、スポーツ協会が実施してい

る各種自治会対抗事業も長年にわたり実施してきましたが、開催手法を変更し実施し

ていくとの説明がありましたが、今後どのように推進されるのかお示しください。先

日の全員協議会で配付された自治会対抗事業についての資料にも記載されております

が、町方針として、スポーツは単なる個人の健康維持にとどまることなく、住民間の

交流というものも目的の一つと記載しています。そのような観点から、例えば駅伝大

会、野球大会など継続してもよいと考える種目もあると私は考えますが、その点を踏

まえまして、再検討ができないかご見解をお示し願います。 

 以上でございます。 

○議長（水谷 喜和君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   伊藤議員の「社会教育の推進について」のご質問に

お答えいたします。 

 教育基本法第３条の生涯学習の理念は、国民一人一人が生涯学び続ける能力を育成

することが、これからの社会にとって、個人の生き方にとって重要であり、そのよう
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な生涯学習の基盤づくりが社会に求められていると解釈しております。これは、今、

日本に起こっている社会の変化が大きく影響しています。すなわち、知識基盤社会の

到来、情報化・グローバル化の急激な進展、人生１００年時代という社会構造の変化

の中で、人が幸せに生きるためには何が必要かを表しております。このような変化の

時代においては、学校教育だけで教育が完結すると考える発想では対応仕切れません。

また、子育てを家庭教育という範疇だけで考え、家庭に責任を転嫁する発想でも限界

があります。学校教育、家庭教育、社会教育が連携し、融合していく必要があり、生

涯学習の時代では、社会教育はその中心的役割を担わなければならないと考えており

ます。 

 そこで、町といたしましては「東員町教育基本方針」を策定し、社会教育の目標と

して「住民のニーズに対応した、健康で教養豊かなまちづくりと生涯学習に対する意

欲に対応した社会基盤づくり」を掲げ取り組んでおります。この目標を実現すること

が町の責務であると考えております。 

 具体的な取り組みといたしましては、生涯学習の推進、生涯スポーツの推進、青少

年の健全育成、多様な文化・芸術活動の支援、人権尊重社会の形成を掲げ、事業を展

開しております。この目標の実現には、社会教育を基盤とした「人づくり」「つなが

りづくり」「地域づくり」が大変重要であるものと考えております。これらを踏まえ、

多様な主体との連携を行い、社会教育の基盤整備を進めております。 

 生涯学習推進の大きな柱である、公民館講座の開講・運営につきましては、一般社

団法人東員町文化協会に委託し、実施しております。毎年受講者の増加を図るべく、

新しい講座を取り入れるなど刷新しております。なお、受講者の推移といたしまして

は、例年２３０人前後で推移しておりましたが、昨年におきましては２６６人へと増

えております。また、活動団体数は、近年３５から３８団体とほぼ横ばいの状況でご

ざいます。 

 今後も社会教育推進には、文化協会やスポーツ協会、青少年育成町民会議等と連携

をしながら、住民の多様なニーズに応じた学習機会を提供してまいります。 

 次に、スポーツの振興に関するご質問にお答えいたします。 

 生涯学習においては、運動に関わる活動も重要であり、屋内外の体育施設において、

年齢や体力に応じた様々なスポーツへの取り組みを行っています。ご質問の町民プー

ルも健康増進や体力向上の場となり年齢を問わず、だれもが気軽に行えるスポーツの

一つとして生涯スポーツの役割を担っています。しかし、昨年の９月に見舞われた豪

雨災害時には、機械室が浸水の被害を受け、今年度は営業を見合わせております。現
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在、町民プールの今後の在り方を含め、社会教育委員、総合教育会議委員のご意見を

いただきながら、年内には方向性を導き出すよう検討を進めております。 

 また、スポーツ振興につきましては、平成２４年３月に発足いたしました町スポー

ツ協会が中核となり、全ての町民がそれぞれの体力や年齢に応じたスポーツ活動を行

える環境づくりの取り組みを、幅広く担っていただいております。今後も、東員町の

生涯スポーツ振興の中核として連携を深めてまいりたいと思っております。 

 また、自治会対抗の各種競技種目の大会実施につきましては、自治会対抗という手

法をとらず、これからの時代に即した価値観を尊重しながら、形を変えて行ってまい

りたいと考えております。 

 今後も生涯学習の時代はますます進展していくものと考えられます。「町民の皆様

のニーズに対応した、健康で教養豊かなまちづくりと、生涯学習に対する意欲に対応

した社会基盤づくり」に努力してまいります。 

 ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（水谷 喜和君）   伊藤議員。 

○４番（伊藤 治雄君）   ありがとうございます。おおむね生涯学習の理念とい

うのは教育長が考えられておるところと私も同感であると思います。それと答弁の中

にもありましたように、住民の多様なニーズに応じた学習機会を提供すると、これは

本当に今後の方針として念頭にかたく刻んでいただきたいなと思いますので、よろし

くお願いします。それから、釈迦に念仏になるかも分かりませんけども、家庭教育、

学校教育、社会教育とみんな教育という言葉が使われるにもかかわらず、トータル的

に生涯学習と言っております。これは当初も本当は生涯教育という呼び方をしていた

んですけども、いずれかのユネスコ会議の中で、やはり上から目線の教育という言葉

よりも、住民が主体となると受ける学習という言葉にして考えてみます。だから生涯

学習という呼び方が今定着しておるわけですけども、ここら辺の考え方、やっぱり学

習、住民の皆さんが主体でありますよということを念頭に置いて考えていただければ

ありがたいなと思います。というところを今の答弁で感付いたところでございます。 

 それでは再質問について数点お願いしたいと思います。公民館についてですけども、

この運営については社会教育法における地方公共団体の任務に規定する、実際生活に

則する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならないと、

運営に関しても積極的に関与すべしとの観点からして、現在、委託という形式をとっ

ておりますが、これが直轄では考えられないか、ご見解をお伺いします。 

○議長（水谷 喜和君）   岡野教育長。 
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○教育長（岡野 譲治君）   お答えさせていただきます。以前は直轄という形も

とっておったとお聞きしております。現在は委託を行っております。それは２つの理

由があります。一つは委託先のノウハウを私どもは活用したいと、例えばいろんな発

想で公民館講座をしていただけるとか、いろんな講師、人材を選べられるようなネッ

トワークをそこの委託先は持っているというような形。委託先のノウハウを大いに活

用し住民のサービスに努めたいということです。２つ目は、この委託先は東員町文化

協会に委託させていただいております。この文化協会は現在、東員町の文化振興の中

核を担っていただいております。この委託をしていただきながら、文化協会にもより

力を付けていただきまして、よりすばらしい文化振興を進めていただけるということ

で委託させていただいております。もちろん社会教育課が主管課でありますので、そ

こも私どももより良い公民館講座のために文化協会と連絡を取りながら、また主管課

としての責任を果たすよう、今後も努力をしていきたいなと思っております。 

 以上です。 

○議長（水谷 喜和君）   伊藤議員。 

○４番（伊藤 治雄君）   ありがとうございます。そのような方向で進めていた

だきたいと思います。全国的に見ましても、やはり公立、私立を問わず、法に基づく

公民館自体が減少しているのが実情でございます。本町においては、法の趣旨に則り、

きめ細やかな住民サービスの提供にも今後ともご尽力いただき、コミュニティセンタ

ーという形式もあろうかと思いますが、できれば独立した公民館、社会教育法に基づ

く公民館の運営に努力していただきたいと思います。 

 続いて、自治会対抗事業の件について再質問させていただきます。各種の自治会対

抗事業の開催手法の変更につきましては、今までどのような団体と協議をなさってお

みえですか。まずお聞きします。 

○議長（水谷 喜和君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えさせていただきます。基本的には、今まで主

管的にやっていただきましたスポーツ協会、まずスポーツ協会にお話をさせていただ

いております。それから今年８月、自治会長会へ提案をさせていただきまして、そこ

でも協議を願っております。 

 以上でございます。 

○議長（水谷 喜和君）   伊藤議員。 

○４番（伊藤 治雄君）   ありがとうございます。そのような団体の方向性とし

ては、町が考える方向性にご同意いただいておるところですか、いかがでしょうか。 
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○議長（水谷 喜和君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   まだまだいろんなところで細部に詰めをしていく必

要があるところもありますけども、おおむねご理解をいただいているものと思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（水谷 喜和君）   伊藤議員。 

○４番（伊藤 治雄君）   ちょっと私の考えを申させていただきますと、町民体

育祭は昭和３４年から６２年、町民駅伝大会に至っては昭和４３年から５３年という

ような認識、また自治会対抗競技については、古いものでは５０年を超えるような歴

史があります。廃止するというのは簡単ではありますが、再度スタートしようと思う

と本当に多くの方面からの相当の尽力が必要となると思いますので、今一度、種目、

確かに減少しておるやつについては廃止していくのはやむを得ないと思いますけども、

やはり今後必要なもの、例えば美し国駅伝が１０回を超えてもまだ県の事業として実

施していますので、その先史先行の対象となるような駅伝大会なんかについても今一

度一考していただければありがたいと思いますけど、どうでしょうか。 

○議長（水谷 喜和君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えさせていただきます。基本的にそれぞれの大

会をなくすというような私どもの提案ではありません。場合によっては、現在行われ

ている、例えばバレーボール大会、バスケットボール大会、なくなるところが出るか

も分かりませんけれども、それを自治会対抗という、得点を競って自治会単位で出る

というのを変えていこうというご提案であります。駅伝大会も、例えば野球大会も、

自治会から出てもらっても構いません、自分の仲間チームで出てもらっても構いませ

ん、企業から出てもらっても構いませんと、そういうような多様な団体に出ていただ

けるような大会に変えていくと。自治会対抗という得点競技は、もうそれは非常に参

加しにくい自治会も出てまいりましたので、そこを変えていこうという、現段階での

考えでございます。 

 以上でございます。 

○議長（水谷 喜和君）   伊藤議員。 

○４番（伊藤 治雄君）   ありがとうございます。スポーツ協会自体が体育協会、

それからスポーツ少年団、また地域スポーツクラブ、この３つの団体を包括してスポ

ーツ協会を作っていただいたと思うんですけど、これは本当に発展的に良い組織だと

思います。やはりその組織と今後ともよく協議をお願いしたいなということだけ申し
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上げたいと思います。 

 最後の再質問になりますが、先日のメディア報道によりますと、ある自治体ではま

ちづくりの一環としてスポーツを通じた地域の発展や健康増進を目的として民間企業

のノウハウを生かしたスポーツの振興を図ることとし、民間企業と委託契約を結んで

おりますけども、本町でもこのような施策を企画してはいかがかなと思いますけども、

その点のご見解をお伺いします。 

○議長（水谷 喜和君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えさせていただきます。現在東員町では、先程

議員がおっしゃったようなスポーツ協会、その中の特にフレンドリークラブが非常に

多様なスポーツの提供をしていただいております。私どもも、基本的にはそのフレン

ドリークラブが中心になって町のスポーツの発展、振興、住民の方の健康増進に努め

ていきたいなと思っております。ただ民間企業のノウハウというのは大変魅力的であ

るなと思っております。今年、東員町陸上競技場、ヴィアティン三重が指定管理にな

りました。ヴィアティン三重はサッカーだけではなくて、いろんなスポーツの教室を

開いたりしていただいております。私どももそのヴィアティン三重のお力をお借りし

ながら、進められるところは進めていきたいというのをまた検討していきたいなと思

っております。 

 以上でございます。 

○議長（水谷 喜和君）   伊藤議員。 

○４番（伊藤 治雄君）   ありがとうございました。長々といろいろありがとう

ございます。 

 終わりになりますが、今後とも本町が強いリーダーシップを発揮していただき、こ

の北勢圏域だけにこだわることなく、広域圏エリアでの発展に寄与していただくこと。

また人生に大きな関わりを持つ社会教育の進展に寄与していただくことも切にお願い

いたしまして、一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

 


