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力していくという、そういったスタンスが私もそのとおりだなというふうに思いますので、

こういった事故があったことをまたプラスに変えていけるような契機としまして、そうい

った点でいきますと、まずはやはり原因究明と再発防止、これを徹底的にやる、この指導

を徹底的にやるということが、まず目下の課題かなというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（福永広次君）  浜口元司君。 

〔15番 浜口元司君 登壇〕 

○１５番（浜口元司君）  最後に一言申し上げときます。 

 あなた方が頼りないのであれば、私は初島地区の議員として、東燃ゼネラルに対して厳

しいことを言わざるを得ん。しかし、一議員がそういった声を上げる前に、行政がしっか

りと共存共栄、協力すべきは協力、しかし東燃に対しての行政指導と協力をうまく使い分

けて、今後こういった火災事故とかが発生しないように、しっかりと頑張っていただきた

い。 

 特に消防、あなたとこは一番それの中心である。しっかり認識しといてください。 

 以上で終わります。 

○議長（福永広次君）  これにて、15番浜口元司君の一般質問は終わりました。 

 次に、２番池田敦城君。 

〔２番 池田敦城君 登壇〕 

○２番（池田敦城君）  皆さん、こんにちは。会派有田会、国政政党、日本のこころの池

田敦城でございます。議長よりお許しをいただきましたので、通告に従いまして一般質問

をさせていただきます。 

 質問に入る前に、去る１月18日、22日と相次いで東燃ゼネラル石油工場内で発生した火

災により、近隣住民の方々にとりましては不安と心労を招き、また22日発生の火災におい

ては初島町全域に避難指示が出されるという、決してあってはならない重大な事故に至り

ました。それにより被災、避難された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。 

 先ほど浜口議員からもございましたが、今回の災害を教訓に、今後全てにおける災害を

想定し、行政としての役割、災害に対する意識や考え方を改め、起こり得る全災害に対し

早急に対応策を検討していただきたいと強く申し添えておきます。 

 それでは、今回も教育行政についてただしてまいります。 

 今を生きる、私たちが暮らす日本は、何不自由ない、豊かで恵まれた母なる国でありま

す。しかし、豊か過ぎるがゆえに、平和・自由の意味をはき違え、権利ばかりを主張し、

義務とは何かと考えない日本人がばっこしております。これらは全て教育のゆがみによっ

て生まれ、そのゆがみの根源は、教育に関する勅語を悪としたからであり、その感性はさ

まざまな問題を提起し、解決できないまま70年という時が流れております。 

 私は、人間社会に生きている以上、諸問題の根幹は全て人であると考えております。そ

の人をつくることこそがまさに教育であり、教育の重要性を真剣に考えていただきたいか

らこそ行政をただすのであります。その責務を担う行政が大義のために尽くしてこそ、人

づくりという教育が間違いなく祖国や故郷・有田市を支え、繁栄させていくと確信してお

ります。私は、その思いを揺るがぬ信念のもと突き進むことこそが、政治家としての矜持
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であると信じております。 

 いつも申し上げることではありますが、質問中、生意気、失礼、不適切発言等あろうか

と思いますが、市民の皆様から負託をいただいた一議員として、世のため人のために職責

を果たす使命が私にはございますので、何とぞ御理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

 なお、毎度のことでありますが、当局の皆様には、日本国憲法第15条に、公務員たるは

全体の奉仕者であって、一部の奉仕者であってはならないという規範意識を持ち、しかと

した考えの上、答弁されますよう重ねてお願い申し上げます。 

 １年前の平成28年３月定例会でも、教育行政、特に教科書採択問題について質問をさせ

ていただきましたが、その質問内容も含め議論してまいります。 

 自民党衆議院議員として７期、その間、第５代・６代文部科学大臣、第10代国土交通大

臣をお務めになられた中山成彬先生は、日教組はがん発言で国土交通大臣を辞されたこと

を多くの国民は知っていることと思います。2015年２月23日、産経デジタル総合オピニオ

ンサイト「iRONNA」で、当時のことを中山先生はこう発言しております。 

 日教組は日本の教育のがんだと言ったが、今やがん細胞は社会の隅々まで広がり、日本

の宿痾となっている。日教組による日本は、悪いことをした悪い国だという自虐教育は優

等生たちの頭にしっかりとたたき込まれている。ことしはさきの大戦から70年ということ

で、安倍談話を出そうという話になっているが、それに対して、共産党、民主党（現民進

党）のみならず与党の公明党まで、過去の侵略と植民地支配に対する謝罪を盛り込むよう

しつこく主張している。400年以上続いた植民地時代だが、日本以外の国で植民地支配を謝

罪した国があるのか。 

 ここで少し、400年以上続いた植民地時代について注釈説明をさせていただきます。 

 16世紀から20世紀、当時、世界は白人による白人至上主義、有色人種差別が蔓延し、欧

米諸国によるアジア侵略と植民地化という時代が続き、有色人種は劣った人種として白人

から搾取され、奴隷として支配されていた。唯一アジア諸国の中で日本は支配されず、台

湾、満州、朝鮮、南洋群島などを統治しておりました。以前から申し上げているように、

欧米諸国による植民地化政策とはまるで違った形での統治であります。 

 もう一度言います。侵略や植民地支配ではなく、統治をしていたのです。このことを念

頭に話を戻します。 

 欧米諸国は、アジア、アフリカ、南アメリカの原住民を殺りくし、奴隷にし収奪した。

しかし、謝罪したという話は寡聞にして知らない。先ほども申し上げましたが、日本は確

かに朝鮮と台湾を統治したが、欧米の植民地支配とは無縁のものであった。連合国側が日

本をいつまでも敗戦国の地位におとしめておきたい気持ちはわかるが、日本人までもがな

ぜ一緒に謝罪しろと合唱しなければならないのか。本当に歴史を知らないのか。知ってい

て言うのは、謝罪することは立派なことだとでも思っているのだろうか。日本の子供たち

が、他国に比べて自己肯定感が低く、自分に自信を持っていないと聞くとかわいそうにな

り、先々が心配になる。 

 関東大震災から18年もたたないうちに、アメリカに刃向かうほどに発展し、戦後の焼け

野原から復興し、19年後にオリンピックを開いた日本。こんな国がほかにあっただろうか。

我々はもっと自信を持っていいのだ。一日も早く自虐史観から脱却しなければならないと
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切に願う。 

 しかし、現実は厳しい。愛知県一宮市の中学校の校長が、建国記念日の日を前に、建国

記念日の意義や歴代天皇のもとですばらしい伝統を紡いできたこの国に誇りを持ち、世界

に貢献できるよう勉学に励んでほしいと生徒に語り、それをブログに載せたところ、市の

教育委員会から断定的な書き方で個人の考えを押しつけかねないと指摘を受け削除したと

いう。 

 何が問題なのか。学習指導要領では、祝日の意義を教えるようになっている。日本のす

ばらしい歴史を語ってどうして悪いと言いたいが、削除する校長も校長だ。もっと自信を

持って子供たちに向き合ってもらいたい。 

 多くの大学で、特に教育学部が左翼の再生産の場になり、日教組の供給源になっている。

昨年、教育委員会制度を改革したが、教育委員会も日教組支配が強い。教育界の正常化に

はほど遠いとため息が出る。子供たちがどんな教育を受けているのか、保護者のみならず

国民がもっと関心を持ってほしいと思う。 

 さて、１つ提案がある。教師の給与を思い切って上げることだ。 

 地方公務員は、警察官と消防士の給料が高くなっている。教職員も昭和49年、田中角栄

氏が人材確保法を制定して教職員の給料を大幅に上げたが、その後財政難によって徐々に

削られ、今は一般公務員と変わらぬ水準になっている。少子化に伴い教師の必要数も減っ

ているが、文科省は、35人学級を30人学級にするよう毎年財務省に要求している。１クラ

スが30人を超えると２つに分けるというもの。私は、１クラスの生徒数が余り少ないのは

よくないと思う。せめてクラスを２つに分けてソフトボールができるくらいのほうが、集

団行動や集団心理を学ぶことになるのではないか。子供の数が減って余ってくる財源を教

職員の待遇改善に充てたらいいと思う。 

 今、就職口の少ない地方では、教師の採用試験の競争率は高く、優秀な人材の確保がで

きているが、都会のほうはそうでもない。競争率３倍といっても、１人が３県受験したら

全員合格だ。昔から、教育は教師力という。教える力と子供を愛する心を持った人材がど

んどん教育界に入ってきてほしい。教育こそがその国の未来をつくる。日本人はそのこと

を昔から知っていたはずだ。日教組に加入している先生方も、自分たちは大切な国の宝を

預かっている大事な職業についているという自覚と誇りを持って、日々子供たちと接して

ほしいと心から願っている。 

 という内容ですが、まさに正論であり、何一つ間違ったことは言っていません。しかし、

今の政治の世界では正論が通用しない。祖国・日本という国家のために、我々日本人のた

めに真剣に考え働き、本当のことを国民に知らせることが国会議員本来の姿であります。

ところが、どうでしょう、上辺だけのきれいな言葉を並べ、当たりさわりのないことばか

りを発言し、何の信念も持たず、選挙のためだけに動く政治屋ばかりが政治家として君臨

してしまうのが現状であります。 

 このことは、国会議員のみならず、我々地方議員にも同じことが言えます。恐らく、中

山成彬先生も、あの日教組発言がなければ、上辺だけのきれいなことや当たりさわりのな

いことを言っていれば、また、宮崎県初の国土交通大臣職にしがみついていれば、現在も

国会議員として悠々自適に政治家を続けられていたでしょう。自身の政治生命より国家国
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民のために闘う姿に、真の政治家として、国士としての姿を拝見できたような気がしてお

ります。 

 そこで申し上げたい。国があるから地方があり、地方があるから国がある。ならば、

我々地方議員も地方公務員も全て国士でなければなりません。 

 昨年の３月定例会において、日本における戦後教育の問題、つまり日本が敗戦の後、ア

メリカ教育使節団の提言どおりに改革された戦後教育、その戦後教育により捏造された歴

史が現在の教育に蔓延していること、教育委員会やＰＴＡ、日教組がどのようにしてつく

られたかを簡潔に説明させていただきました。 

 あれだけ、教育に何が必要で、どうするべきなのかを誠心誠意、魂を込めてただしたに

もかかわらず、教育委員会の体質を一向に変えようとされない。体質改善の反省材料が見

つけられないのか、見つけようとしないのか、または公選議員の指摘を軽んじているのか。

そして、市長の任命により議会の承認を得て教育長となりますが、全ては市民が選んでい

ることなのであります。もちろん、私たち議会側にも責任があります。皆さん、これらの

ことを念頭によく思い出していただきたい。 

 当時の質問に対する最終の教育長の答弁はこうです。答弁を訂正するつもりはない、信

念を持ってやっているので、考えを改めるつもりも全くありませんというものでありまし

た。それだけでよかったのですが、その気持ちを中国の故事、韓信の股くぐりのまさに韓

信の心境であるとの答弁もございました。まさに現在の教育現場を映し出しております。 

 そこで、教育長にお聞きいたします。 

 あの最終の答弁ですが、ごろつきとは現在の私、池田を指しているのか、それとも私の

生い立ちを指しているのか。議事録にも載っていますから、言いわけや取り繕いは結構で

す。私が納得できる答弁を求めます。 

 さらに教育長、あなたは、私は大志を抱く者として、ごろつきの池田から屈辱を受けて

も耐え忍んだということなのでしょうが、そのような単純な話ではなく、私の家族、私の

父母、親戚、身内を愚弄した人権侵害だと考えます。私の家族は、あなたにそのように言

われなければならない理由はありません。また、私を応援してくれている市民も、そのよ

うなことを言われる筋合いはありません。 

 それとも、ごろつきには人権はない、池田のような人間には人権がないとでも言われる

のでしょうか。私を御支援くださった市民にもないと言っているのでしょうか。公のこの

議場ではあり得ない答弁でありますが、人権を声高に叫ばれる教師のトップのあなたが、

この指摘を受けて、そのような意味で発言したとは思っていません。そのような意味では

ありませんと逃げるのでしょうか。 

 そもそも、心境を故事になぞらえ発言した時点で誤りですが、一体どう責任をおとりに

なるのか、私や市民の心の傷はいえません。明確にお答えください。 

 また、ごろつきに絡まれて言うことを聞かせられたと言うのならまだしも、改めるつも

りもないと言った教育長は、屈辱にも耐えていないばかりか、その場の感情に任せ我を見

失ったがゆえの発言だったのでしょう。そうでなければ、勉強されている教育長の口から

出た故事とは思えません。この故事を使うこと自体、市民から負託をいただいている私に

対して、いや、議場におられる有田市議会議員に対してまさに屈辱の答弁であり、それす
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なわち市民を愚弄してごろつきだと言っているに等しいのであります。 

 二元代表制で市政が運営されている現実、これをしかと肝に銘じていただき、公の議場

で発言できない約３万の一般市民や私の家族、心に傷を負った者に対して、この場におい

て発言できる公権力を有するあなたは、とんでもない例えを発言しましたが、どう思って

いるのか、率直な気持ちをお聞かせください。 

 次に、教育長任命権者である市長にお尋ねいたします。 

 教育長の答弁の後、任命権者としてどうして指摘・指導をしなかったのでしょうか。そ

れともあなたも、私の生い立ちも含め、ごろつきと思っていたのでしょうか。市民のリー

ダー、公権力を有する者として、人権を無視した発言を目の前でした教育長を戒めていな

いあなたは、未来の大人である子供たちに何を示し、どのような姿をあらわしているのか

明確にお答えください。 

 以上、第１問といたします。 

○議長（福永広次君）  田中教育長。 

○教育長（田中政彦君）  池田議員の御質問に対し御答弁を申し上げます。 

 昨年の３月定例会の一般質問におきまして、池田議員の御発言の中で、子供たちにとっ

て本当に何が必要で、何を教え、何を変えなければいけないのかを理解せず、指摘されれ

ば知らん顔をする教育長、また、有田市の子供たちのことを真剣に考えず、組合や教師の

顔色ばかりを見る教育長等々の厳しいお叱りや御指摘を受けました。 

 確かに私自身はまだまだ未熟で、議員おっしゃるように十分な働きはできてはいません

が、自分なりに努力を積み重ね、有田市の教育効果が上がるよう精励しているつもりです。

議員の発言は、私に対しての叱咤激励とは存じますが、半面、今までの取り組みを否定さ

れたような大変厳しいものがございました。ただ、私は、自分自身の取り組みの方針や目

標がこれまでも、これからもぶれることなく貫き通したいという思いから、御指摘のよう

な発言となりました。 

 あのとき私は、韓信の股くぐりのまさに韓信の心境でありますと申し上げました。私は、

私自身の心境、今は厳しくつらいお叱りにも耐え、誠意を持ってやるべきことはやり、近

い将来必ず有田市の教育成果を出そう、そういう思いでその心境を伝えたかっただけなの

です。故事の意味を言いたかったわけではありません。ましてや、議員おっしゃるように、

議員のことをごろつきなどとは全く思ってもいません。ただ、私の説明不足で議員にその

ように伝わったのであれば、私自身の不徳のいたすところであり、議員のみならず御家族

にも御迷惑、御不快を与えてしまい、大変申しわけなく思っております。 

 以上でございます。 

○議長（福永広次君）  望月市長。 

○市長（望月良男君）  私からお答えいたします。 

 田中教育長の件につきまして、教育長は有田市の子供たちのことを考え、信念を持って

職務に当たっていただいてるというふうに思ってございます。しかし、教育長の発言が誤

解を与えたのであれば、これは遺憾に思います。私は、ふるさとを愛し、みずから学び、

考え、心豊かで思いやりがあるたくましい子供になってほしいと思っておりますし、その

ためのさまざまな施策をこれまでもやってきましたし、今後もやっていきたいというふう
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に考えております。 

 以上です。 

○議長（福永広次君）  池田敦城君。 

〔２番 池田敦城君 登壇〕 

○２番（池田敦城君）  再質問に入ります。 

 その前に、市長、私が尋ねていることに対しての答弁ではありませんので、もう一度お

聞かせ願います。 

 教育長の答弁の後、任命権者としてどうして指摘・指導をしなかったのか、それともあ

なたも、私の生い立ちも含めごろつきと思っていたのでしょうか。 

 その点を含めて、再度お答え願います。 

○議長（福永広次君）  望月市長。 

○市長（望月良男君）  教育長と同じように、そんなごろつきなどとは全く思ってござい

ません。 

 以上です。 

○議長（福永広次君）  池田敦城君。 

〔２番 池田敦城君 登壇〕 

○２番（池田敦城君）  もう１点。 

 任命権者として指摘・指導をしなかったのはなぜなのか、お答え願います。 

○議長（福永広次君）  望月市長。 

○市長（望月良男君）  今申し上げましたとおり、教育長は信念を持ってやっていただい

てるというふうに思ってございます。しかしながら、議員御指摘のように、議員がそうい

うふうに受けとめられ、そういったことがあるということは遺憾であるというふうに思っ

ております。 

 以上です。 

○議長（福永広次君）  池田敦城君。 

〔２番 池田敦城君 登壇〕 

○２番（池田敦城君）  では、再質問をいたします。 

 ただいま、市長、教育長から答弁をいただきましたが、こういうのをまさに詭弁という

か保身といいます。何か勘違いなさっているのではないだろうかと、今もなお私は感じて

おります。 

 毎度のことですが、市長や教育長、教育委員会、市職員が嫌いでうっとうしいから質問

をしているのではありません。 

 もう一度言います。市長や教育長、教育委員会、市職員が嫌いでうっとうしいから質問

をしているのではないのです。有田市は、本当にこのままでよいのかとただしているので

あります。教育委員会５人の代表、教育委員会事務局のトップとしてやるべきことがある

でしょと申し上げているのであります。 

 なぜたださなければならないのかという意義は、市長を初め市役所職員は知っていて当

たり前です。他方で、バッジをお借りしている私たちですから、議員とはという矜持、職

責について、この本会議場にて、議員の皆様、その後ろにおられる市民の皆様に申す必要



96 

もなかろうかと思います。 

 まず、答弁にありました教育長の思考は、やはりたださねばなりません。昨年３月定例

会において、私は一般質問で、子供たちにとって、本当に何が大切で、何を教え、何を変

えなければいけないのかを理解せず、指摘されれば知らん顔をする教育長。有田市の子供

たちのことを真剣に考えず、組合や教師の顔色ばかりを見る教育長とただしたこの言葉か

ら、教育長、あなたは十分な働きはできていないが、自分なりに努力を積み重ね、有田市

の教育効果が上がるよう精励しているつもり、私に対しての叱咤激励とは存じますが、半

面、今までの取り組みを否定されたようなと述べました。 

 ここで、教育長答弁の真相をきっちり指摘します。 

 １点目、十分な働きはできていないということ。 

 ２点目、自分なりに努力を重ねていること。 

 ３点目、有田市の教育効果が上がるよう精励しているつもりであるということ。 

 ４点目、叱咤激励と思うが、半面、今までの取り組みを否定されたようなということ。 

 いいですか、ここは本会議場ですよ。議場とはどういうところなのかと考えられたこと

がありますか。まず整理します。 

 １点目で、十分な働きができていないとみずから述べていること。 

 ２点目で、自分なりに努力を重ねていること。 

 ３点目で、精励しているつもりであること。 

 ４点目で、その自分の努力を否定されたようなとのことでした。 

 この４点から整理し導き出されることは、１点目のできていないという自己肯定、２点

目、３点目では自分なりに努力をして、精励しているつもりであること、４点目で、その

つもりを否定されたということを公言されました。公言です。だから、韓信の股くぐりを

持ち出した。つまり、プライドを傷つけられたがゆえの発言であり、自分をよく見せよう

とする心理が働いたことは否めない。 

 ここからが肝心です。いいですか。 

 教育行政に結果が伴っていないのではないかということに事例を出して、過去何度も問

うていることに対し、きっちり市民に示さず答弁し、その質問に答えてこなかった。だか

ら私は質問をする。すると、自分を否定された。結果、教育長はそれらをブーメランのよ

うに返ってくる問答にみずからのプライドを傷つけられた。つまり腹が立ち、それを私に

ぶつけた。つまり、自分の至らないことを反省するのではなく、言葉を巧みに持ち出し、

外にそれを求める。 

 みずから述べた心情からどれだけの故事を、どれだけのことわざを使用したところで、

私を愚弄した事実に変わりはありません。つまり、内ではなく外に結果を求める。自分は

頑張っているのに周りが頑張らないからというふうにも思いますし、自浄作用が働かない

んだなとも思われます。 

 教育長、あなたはこう１問目の答弁で述べております。 

 今は厳しくつらいお叱りにも耐え、「耐え」って議場でみずから反省するならば、耐え

る必要はありません。誠意を持ってやるべきことをやって、当たり前です。近い将来必ず、

有田市の教育効果を出そうって、またつもり。この言葉の組み合わせ。いいですか、教育
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長は現場の教師みたいなことを言っていてはいけないのです。現場では子供たちを相手に

直接関与して、結果を求めなければなりません。教育行政をつかさどるあなたには、子供

たちに直接関与する教諭に対して、教育委員会事務局のトップとして直接関与しなければ

ならない。だから結果を出して当たり前です。小さな結果を積み重ね続けなければならな

いのではないでしょうか。 

 だとするならば、今までの私の答弁に対して実績が出ていて当たり前なのですが、みず

から旗を振り、有田市の子供たちのために尽力する、その過程で反対勢力が教育委員会所

管側から出ても当たり前です。全くその様子は見られない。私たち政治家に対して使う言

葉ではないですし、真心を込めて全体の奉仕者でなければならないのです。あなたは、自

分の下にたくさんの部下がいることも忘れているようにもとれます。全体の奉仕者であっ

て、一部の奉仕者であってはならないと定められ、その公務に当たる者は「瓜田にくつを

入れず、李下に冠を正さず」なのです。それくらい絶大な権限を有しているからこそ、戒

めよとなっております。 

 答弁の最後に、教育長はこう述べております。 

 あのとき私は、韓信の股くぐりのまさに韓信の心境でありますと申し上げました。私は、

私自身の心境、今は厳しくつらいお叱りにも耐え、誠意を持ってやるべきことをやり、近

い将来必ず有田市の教育成果を出そうという思いで、その心境を伝えたかっただけなので

す。故事の意味を言いたかったわけではありません。ましてや、議員おっしゃるように、

議員のことをごろつきなどとは全く思ってもいませんと、悪気がないと言いつつ自分の心

境を伝えたかったのか？結果を出して理解を求めるのが教育長の仕事であります。 

 続いて、ただ、私の説明不足で議員にそのように伝わったのであれば、私自身の不徳の

いたすところであり、議員のみならず御家族にも御迷惑、不快感を与えてしまい大変申し

わけなく思っています。 

 自分のことばかりです。みずから発した故事から波及した人権侵害。いいですか、人権

侵害は、侵害されたと思われたらそうなんです。しかも、ここは議場です。故事を持ち出

したのも教育長です。みずからを顧みず、他方に求め、だったら済みません、これを責任

転嫁といいます。 

 そこで、教育長にお尋ねいたします。 

 現場の教師は、悪いことはごめんなさい、謝りなさいと言い、生徒に指導する教師もま

た、きれいごとを言います。それは、教育長がそういう御認識だからではないでしょうか。

私の再質問において、御自身の１問目の答弁を改める意思はありますか。改めるならお答

えください。改めないなら、改めませんと答弁を求めます。 

 次に、市長に対して再質問いたします。 

 平成29年２月28日、読売新聞は、有田市教育委員会事務局職員がみずから命を絶ったこ

とに対しての記事を掲載しました。 

 その内容は、皆様も御承知のことと存じます。皆様にもお配りしてるんですけど、ちょ

っと朗読をさせていただきます。 

 2017年２月28日、読売新聞。市教委職員自殺。パワハラなかった有田市、遺族、第三者

委調査要望。 
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 有田市で、昨年12月、市教委の男性教員（当時25歳）が職場での悩みを訴えて自殺した

問題で、市は27日、内部調査の結果をまとめて遺族に報告した。職場でのパワーハラスメ

ントやいじめは認められなかったと遺族側の主張を否定する内容で、男性の父親は、到底

公正な調査結果とは言えず納得できないとして、市に対し有識者らによる第三者委員会の

調査を求めた。 

 遺族によると、報告書は望月良男市長名でＡ４判１ページ余り。男性が職場内の人間関

係に悩みを抱えていたが、パワハラやいじめなどは認められなかったと結論づけ、心身の

不調が認められたときには医療機関の受診や休業を勧めるなど、上司や同僚がしかるべき

対応をとったと、市側の対応に問題はなかったとの認識を示している。その上で、自殺に

至った原因、理由は明らかではないとした。 

 男性は、税務課を経て昨年４月、市教委に配属された。男性のスマートフォンには「毎

日怒られまくっています。もう参ってしまいました」など、職場の人間関係の悩みをうか

がわせる知人宛てのメッセージが残されており、遺族が市に調査を要請していたという内

容のものであります。 

 約１カ月半前、全員協議会でこの内容について説明されましたが、実に軽い全協ではな

かったでしょうか。場合によっては後ほど問います。 

 さらに、その教育行政の長は教育長であります。その教育長が、私に対して愚弄したこ

とについて、市長、あなたは答弁で、池田議員をごろつきであると全く思っておりません、

教育長も私と同様の考えであると認識しています。また、先ほど教育長が答弁をした考え

方につきましても理解をいたしております。そういった意味から、教育長に対して指摘を

したり戒めたりという考えはしなかったということになります。 

 教育長は、有田市の子供たちのことを考え、信念を持って職務に当たっていただいてい

ると思っております。しかし、教育長の発言が誤解を与えて池田議員を傷つけたのであれ

ば正したいと思うということは、先ほどの教育長に対する私の再質問の内容と同じである、

一心同体であることになります。 

 では、市長に尋ねます。 

 教育長は、有田市の子供たちのことを考え、信念を持って職務に当たっていただいてい

ると思っております。しかし、教育長の発言が誤解を与えて池田議員を傷つけたのであれ

ば正したいと思います。市長、まことに残念な答弁です。議員が一般質問でただしている

のですから、傷つけたのであればって、たらればの答弁をすること自体、議会を軽視、議

員を軽視していることになります。 

 そこで、１問目の答弁を改める意思はありますか。市長、あなたにはあるのかないのか

のみ。いいですか。あります、またはありませんのどちらかでお答えください。 

 次に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正されました。いわゆる地教行法

というものですが、教育の政治的中立性、継続性、安定性を確保しつつ、地方教育行政に

おける責任体制の明確化、迅速な危機管理体制の構築、地方公共団体の長と教育委員会と

の連携の強化、地方に対する国の関与の見直しと制度の抜本的な改革を行うものでした。 

 改正法の概要及び留意事項は下記のとおりですので、関係する規定の整備等、事務処理

上遺漏のないよう願います。 
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 都道府県教育委員会におかれましては、地域内の市町村長及び市町村教育委員会に対し

て本改正の周知を図るとともに、適切な事務処理が図られるよう配慮願います。なお、改

正法は関係資料とあわせて文部科学省のホームページに掲載しておりますので御参照くだ

さい。また、関係する政令の改正については追ってこれを行い、別途通知する予定ですの

で、あらかじめ御承知おき願いますと、これだけのきめ細やかな指示が出されています。

それだけ慎重にかつ丁寧にしなさいということであります。 

 そこで、市長にお尋ねいたします。 

 １、平成27年度は総合教育会議を何回開催したか。 

 ２、平成28年度は何回開催したか。 

 ３、有田市教育委員会事務局職員が亡くなった事件を受けて、有田市教育委員会を市長

は招集したのかお答えください。 

 以上で再質問といたします。 

○議長（福永広次君）  田中教育長。 

○教育長（田中政彦君）  御答弁を申し上げます。 

 私の先ほどの答弁につきまして、改めるつもりはございません。 

 以上です。 

○議長（福永広次君）  望月市長。 

○市長（望月良男君）  お答えいたします。 

 まず、私の答弁を改めるかどうかを一言で申せということですので、誤解を招くかもし

れませんが、答弁にしっかり責任を持って、改めるということではございません。 

 そして、平成27年度は総合教育会議を２回、そして28年度は１回開催いたしました。 

 また、事務局職員が亡くなったのを受けて教育委員会を招集したかということにつきま

しては、私が教育委員会を招集するということはいたしておりません。 

 以上です。 

○議長（福永広次君）  池田敦城君。 

〔２番 池田敦城君 登壇〕 

○２番（池田敦城君）  では、最後の質問をいたします。 

 想定内の答弁です。反省はしませんということです。悪いと思っていないのですから、

反省する必要は全くありません、また、行政として一旦走り出したらとまらないというこ

とでしょう。 

 発言も含め、市民から負託されている議員で構成されている議会という重みを理解して

いれば、明確な言葉を選び、人に対して誤解を生まない言葉を選んだはずです。そうすれ

ば、今回のような議論にはならなかったでしょう。しかし、あなた方が平気で人の心を踏

みにじっても真っ先に申しわけないと言えない体質、姿勢が見えましたので、市民の皆様

に知っていただける機会となりましたのは、議会の責務である行政のチェック機能として

１つの職責を果たしたことになろうかと考えます。 

 ただ、市民の皆様に御理解いただきたいのは、言った言わんの話ではなく、責任のある

立場の市長、教育長がいかに議会軽視をしているのか、また、人を育てるべくどのような

ことに注意、理解をしなければならないのかということをただしたのでありました。対人
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となると簡単ではないということ。行政、公務員はあくまでも、相手にするのは有田市民

という人です。今回の質問は、その人をつくらなければならない有田市がこの程度でよい

のかというものでありました。学校教育という現場では、教科指導も含めた生徒指導上認

識に欠けている教師がいます。 

 今までも指摘してきたように、教職員組合はあなた方のように、きれいごとを述べる教

師の姿に生徒たちは魅力ある大人の姿として捉えていないのが現状です。教育長は、当該

地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有する

者のうちから、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命することとされております。 

 また、教育長は常勤とし、その常勤時間及び職務上の注意力の全てを、いいですか、注

意力の全てをその職責遂行のために用い、地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ

従事しなければならないこと、教育委員会を執行機関とし、その代表者である委員長と事

務の統括者である教育長を一本化し設置することにより、迅速な危機管理体制の構築を図

ることを含め、教育行政の第一義的な責任者を明確化すること。教育長は教育行政に識見

を有する者のうちから任命することとされ、教育委員会事務局職員や教職員経験者に限ら

ず、行政法規や組織マネジメントに識見があるなど、教育行政を行うに当たり必要な資質

を備えていれば、幅広く該当するものとして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

で定められております。 

 さらに、教育長の権限が大きくなることを踏まえ、委員よりも任期を短くすることで、

委員によるチェック機能と議会同意によるチェック機能を強化できること、計画性を持っ

て一定の仕事を行うためには３年は必要と考えられることから、任期を３年としたのです。

教育長の職務は、地教行法第17条第１項に、教育委員会の権限に属する全ての事務をつか

さどること、及び第20条第１項には、事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する

こととなっています。 

 市長は再質問答弁で、有田市教育委員会事務局職員が亡くなったことを受け、教育委員

会を招集していないと述べました。さきに述べました教育長の責務やその重責、その職務

などを述べましたが、時として市井の問題に、市井、市に井戸の「井」ですね、ちまたと

かという意味なんですけど、問題に鈍感なこともある教育行政であるからこそ、市長の意

見を反映させる。それは、教育行政の逸脱を抑制するという働きもあります。 

 だから、総合教育会議を開いて事件が報道されることに対し、子供たちのケアの問題、

教職員の動揺を防ぐ、この事件に対する市長の責任、見解、教育長の第20条第１項、事務

局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督するという重さと見解、そして責任、この問題

に取り組む手順、そして残された遺族に対する責任の果たし方等々を会議録に残し、しっ

かりと対応していく必要があるのではないでしょうか。全く人に対する危機管理の薄さを

私はただしているのであります。教育委員会を招集していないことこそ、戦後教育にどっ

ぷり漬かった姿が映し出されております。 

 そこでお尋ねいたします。いま一度教育行政を理解するためにも、年６回の総合教育会

議を開くと宣言できますか。市長、教育行政の危機管理の観点から答えてください。 

 ２、ここまでただしても、なお１問目の答弁がおかしいとは思いませんか。市長、教育

長、お答えください。 
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○議長（福永広次君）  望月市長。 

○市長（望月良男君）  お答えいたします。 

 まず、事務局職員のあってはならない、そんな事件が起こってしまいまして、とてもシ

ョックを受けております。余りデリケートな部分もありますので、なかなか申し上げにく

い点もあるんですけども、この事件が発覚してから今日まで、本当に教育長は全面に家族

の気持ちを酌み、これまで誠心誠意尽くされ、市ができる限りの調査、そういったものを

行ってまいりました。遺族の悲しみを考えると、これでよしというところにはなかなかな

らないんですけども、私は、そばで教育長の今回の振る舞いや人間としての大きさ、そう

いったものを本当に感じたところでして、敬愛するそんな教育長だというふうに思ってご

ざいます。 

 ただ、答弁を改めるつもりはあるかないかとこう、それだけでいきますと、さっきも申

し上げましたが、一言で言うと、あるとかないとかで言いますとおかしくなってしまいま

すので。ただ、何度も申し上げますが、教育長が発言したことで池田議員さんが今回ただ

されていること、そういったことは遺憾に思うということは現在、私の考えでありますの

で、おっしゃられてる、幾つになっても勉強しながら、反省しながら、また成長を欲する、

そういった考え方というのは教育者のみならず、人間としては必要な思考じゃないかなと

いうふうに思いますし、そんな人間でありたいと私も思っておりますので、いただいた指

摘というのは踏まえていかないといけないなというふうに思ってございます。 

 それと、教育委員会を招集したかという問いでございますけども、私が教育委員会を招

集するというような形というのはしなかったと申し上げました。ただ、今回の件につきま

しても、教育委員会招集という、教育長がするというものだと思っておりますけども、そ

ういった形ではない形で、常に情報を共有しながら連携して、これまでやってきましたし、

当然、担当の者としっかり話し合うということもこれまでやってきました。 

 そこで、お尋ねいただいた総合教育会議ですね、これは立ち上げから議員の皆様に傍聴

に来ていただいたり、教育委員の皆さんとざっくばらんに諸問題について語り合うという

有益な会だなというふうに思っておりますが、定例で何回というよりも、やはりその都度

その都度で必要に応じた回数が必要ではないかというふうに思っておりまして、そういう

意味では、今非常に学校、小学校、中学校は有田市内は安定しております。 

 先日、田鶴小学校で池田議員さんともお会いしましたけども、卒業式の小学生のあの姿

を拝見すると、本当に感動を覚えます。それも１つの成果かなというふうに思っておりま

すが、ただ、そんなときこそやはりおっしゃられるように、自分たちを戒めて、さらに飛

躍発展できるような、そんなことに結びつけていかなくてはいけないので、しっかりやっ

ていきたいなと思っております。 

 そして、建設的に私たちも捉えて、池田議員さんがこれまで御指摘いただいたこと、例

えば議事録を、教科書問題のときでもそうです、議事録をしっかり、わかるようにしてい

ったらどうか、そこらもできるところから教育長は取り組んでいってるというふうに思っ

ておりまして、まだこれも十分ではないので、しっかりこれからも課題としてはあるとい

うふうに思っておりますけども、ただ、例えば、さっきおっしゃられたように、日教組に

支配とか影響とかされているような、そんな有田市の教育方針であるかということは全く
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ございませんので、そこら辺はつけ加えて申し上げたいと存じます。 

 以上です。 

○議長（福永広次君）  田中教育長。 

○教育長（田中政彦君）  私の質問に対しての御答弁を申し上げます。 

 先ほども申し上げましたとおり、１問目の答弁、お答えしたとおりでございます。 

 以上です。 

○議長（福永広次君）  池田敦城君。 

〔２番 池田敦城君 登壇〕 

○２番（池田敦城君）  もう時間もないので終わるんですけど。 

 市長、私は有田市の教育行政の中で、日教組に支配されてるとか、そういったことを言

ってるんじゃないんです。だから、議事録を見せて、そこまで自信があるのなら議事録を

出してくださいと言ってるだけのことで、そこまで一生懸命やっているのなら見せられる

でしょ、隠す必要がないでしょと言ってるだけですよ。 

 市長、命令したらどうですか、出しなさいと。見せたらいいじゃないですかと言えませ

んか。 

○議長（福永広次君）  望月市長。 

○市長（望月良男君）  これまでのやりとりの中で、そういう教科書選びのときの、誰が

何を言ったか、それを明確にしたらいいという。日本全国的にそうですね。教科書を選ぶ

ときの発言は、静ひつな環境を保つみたいなことで出さないというふうにやってますよね。

それが本当にそうなのかという疑問がないかというと、あります。ですから、今まで全然

出していなかったものを、教育長がその圏域の中でリーダーシップを発揮されて、いろん

な意見があります、やはり。 

 それならやるといって、これは私たちだけがやるといってやっていくもんじゃなくて、

やはりちょっとでも改善させるということで、多分池田議員さんのほうにもそれは伝わっ

てるかとは思いますけども、議事録を作成して閲覧できるようにしていく。ただ、次の段

階として、もっと詳しくやっていこうじゃないかというのは、これからまたそっちへ向け

て、非公開にしていく方向じゃなくて公開の方向へ世の中は進んでると思いますので、私

たち有田市もそういうふうにしていきたいなというふうに思ってます。 

 以上です。 

○議長（福永広次君）  池田敦城君。 

〔２番 池田敦城君 登壇〕 

○２番（池田敦城君）  教育委員会制度も変わっていますので、そこのことも踏まえて、

市長、ぜひ有田市の子供たちが、どういった観点で自分たちが学ぶ教科書を選んでるのか

ということを、子供たちが納得できるようにぜひ指導していただきたいと思います。 

 最後の答弁も納得できる答弁ではありませんが、時間もないので、最後に、この議場に

おられる、市民から負託された議員の皆様に提案したい。 

 今回の市長が任命した、絶大な権限を持つ教育長の下で勤務していた職員の無念を明ら

かにするため、地方自治法第100条と同法109条の根拠条文に基づき百条委員会を設置、開

催し、原因の究明に当たってはいかがでしょうか。 
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 いま一度、弱き者のために光を当てていただけること切に願い、私の一般質問といたし

ます。 

○議長（福永広次君）  これにて、２番池田敦城君の一般質問は終わりました。 

 一般質問の途中ですが、この際、３時１０分まで休憩いたします。 

午後２時５０分 休憩 

 

午後３時０９分 再開 

○議長（福永広次君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を継続いたします。 

 ８番中谷桂三君。 

〔８番 中谷桂三君 登壇〕 

○８番（中谷桂三君）  皆様、こんにちは。久しぶりに３月定例会の一般質問のトリとし

て、議長のお許しを得まして、通告順に従い一般質問をさせていただきます。 

 まず、１点目の有田市立病院分娩再開についてお尋ねいたします。 

 医師不足で平成25年10月から休止していた分娩の取り扱いを、約４年ぶり、ことし夏を

めどに再開される見通しとなりました。４月１日から産婦人科の常勤医が着任することが

決まり、見通しが立ったからです。このニュースは、有田市民にとっては久々に明るい話

題となりました。今までは、ふるさとである有田市に里帰りして分娩したいと考えていた

人たちにとっては朗報であります。子育て支援施策としても大きな評価ができる話題でし

た。 

 つきましては、有田市立病院分娩再開についての１項目め、産婦人科医着任の経緯につ

いて教えてください。 

 次に、今までに分娩再開は産婦人科医が２名必要とお聞きしていましたが、産婦人科の

常勤医１名で分娩が可能なのか心配しています。また、分娩体制を完全に整えないと医療

トラブルが発生しないか不安になります。せっかく分娩が再開されても、医療トラブルで

中止になると、有田市民にまた御迷惑をおかけすることになります。 

 つきましては、２項目め、分娩体制と再開見通し時期について答弁をお願いします。 

 次に、２点目、東燃ゼネラル石油株式会社和歌山工場火災については、先ほど先輩議員

である浜口議員が質問されました。同じ発言要旨となりましたが、私なりの質問をさせて

いただきますのでよろしくお願いいたします。 

 皆様も御存じのとおり、ことし１月18日、内部開放し整備中の空タンク、35番タンク火

災が発生しました。続いて、１月22日、製造所内の第２プロパン脱ろう装置、第２潤滑油

抽出水添精製装置及び第２プロパン脱瀝青装置の３施設火災が発生しました。なお、この

火災は鎮火まで約41時間かかりました。22日午後３時47分に火災を覚知し、午後５時14分、

初島地区1,281世帯、2,986人に対して避難指示が発令されました。 

 その後、半日以上経過した23日午前４時10分に火の勢いが弱まり、爆発の危険性がなく

なったとして避難指示が解除されました。市内２カ所に避難していた住民らは自宅に戻り

ました。一時的に約400人が身を寄せていた文化福祉センターでは、同工場から徒歩約５分

に自宅がある女性は、家に帰って温かい御飯が食べたいと笑顔で話していました。また、


