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○ 議長 笹木 英二 本日の会議に宮元議員が所用のため午前中は欠席する

と報告がございましたので、お知らせしておきます。 
 
○ 議長 笹木 英二 ただ今の出席議員は９人です。定足数に達しておりま

すので、会議は成立いたしました。 
  ７日に引き続き会議を再開いたします。    （午前１０時００分開会） 

直ちに本日の会議を開きます。        （午前１０時００分開議） 
議事日程第２号はお手元に配布のとおりであります。（別紙のとおり） 

 
◎ 日程 1 番 会議録署名議員の指名 
○ 議長 笹木 英二 日程 1 番 会議録署名議員の指名を行います。 
  会議録署名議員の指名は、会議規則第 120 条の規定により議長において   

金 澤   博 君 
堀   広 一 君 

の両君を指名いたします。 
 
◎ 日程２番 一般質問 
○ 議長 笹木 英二 日程２番 これより一般質問を行います。一般質問は先

例にならい通告順に進めてまいりたいと思います。 
 
○ 議長 笹木 英二 順番１ 楠 順一君、発言願います。 
○ 議員 楠  順一 通告に基づきまして質問させていただきます。今回は

中心市街地の空洞化について、町長にお伺いしたいと思います。最初に問題の

定義ですが、中心市街地の概念をどのように認識しながら進めていくのかとい

うことですが、通告書に国の法律はどのようになっているかということで、中

心市街地の活性化に関する法律の条文を添付させていただきました。その中に

すでにご覧になっていると思いますが、第二条の一に当該市街地に、相当数の

小売商業者が集積し、及び都市機能が相当程度集積しており、その存在してい

る市町村の中心としての役割を果たしている市街地であることが定義ではな

いかと思っております。都市機能という言葉が私ども小さな町に適切なのかと

いうこともありますが、町の機能が集中している地域と捉えていいかと思いま

す。実際にうちの町でどのようなエリアを想定したらいいのかということで、

これも通告書に記載させていただきましたが、これは私が想定したエリアで、

南は国道２７５号を挟んでで須部都川堤防、北はＪＲ札沼線、西は柳橋から旧

福祉センター付近、東は町立病院付近までの約５００ｍ四方のエリアを想定し

たいと思います。このエリアにはご存じのとおり、役場、消防の公共施設、農
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協、商工会、郵便局、道銀、信金、の産業・金融機関、町立病院、歯科医院、

保健センター、交流センター等の医療福祉機関、ＪＲ、バス、タクシーの交通

機関、Ａコープをはじめとする商業店舗等々、本町の基幹的な町の機能が集中

しております。考えてみると５００ｍ四方に町の機能のほとんどが集中してい

ることは、他の町と比べて恵まれた条件であると思います。今回この問題を取

り上げたのは皆さん暗黙の了解をされていると思いますが、色々な場面でこの

ことは話題になっていますが、特にこの十数年、目に見えるかたちで商店や住

宅の減少が進み、歯抜け状態、商店街シャッター通りと言うよりシャッターも

無く何もない通りになっているのが現実で、時としてもう遅いという感じもし

ますが、これまで多少の動きがあったと聞いていますが、歴代町長もこの問題

に本格的に取り組んだということは聞いておりません。逆に言えばそれだけ大

きな奥深い問題が絡んでいるということで、簡単に解決しないことは認識して

おります。しかし、行政にとってはこの町が存在、町民がこの町に住み続ける

限り、決して避けて通れない問題であると思います。実際に合併した江部乙地

区ですが、滝川市と合併してしばらく経ちますが、滝川市の構想で江部乙地区

だけのコンパクトなまちづくりを検討されているということで、合併・自立に

拘わらず、住民が住んでいる以上必ず課題になってくる問題ではないかと思い

ます。今回、これをどうするのかという結論まで得られることは考えておりま

せんが、少なくとも議論は始めなければならないと思いますので、問題提起と

して質問することをご理解いただきたいと思います。１番目の質問ですが、現

状認識をお互い共有していかなければならないと思います。数値的なものも含

めて通告させていただいておりますが、現時点で把握できる内容、現時点で把

握できないけれど今後、調査の必要性を考えていることについて、伺いたい。

具体的にはこのエリアの人口及び家屋数の推移、空き地面積及びその所有関係

について、分かる範囲でいいのでお伺いしたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 お答えさせていただきます。最初の質問がいわゆる市

北地区エリアの現状として数値はどのようになっているのかという質問であ

ると考えて、お答えさせていただきます。人口、世帯数の動きは中心市街地と

しての市北１から９町内会ですが、平成１９年度からの比較で申し上げますと

人口４８名減、世帯数１３世帯減になっている状況です。住宅等の状況につい

ては、新築件数は住宅７棟、賃貸住宅もありますので戸数１５戸、住宅以外３

棟、計１０棟ですが、これに対し除去された建物はこれまで住宅１６棟、住宅

以外６棟、計２２棟であり、差引住宅棟数９棟の減少となりますが、戸数では

１戸の減少となっております。これは新築住宅に集合住宅が含まれており、以

上のことに伴い空き地は３２００ｍ２であります。所有者については、１８件
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中７件が町外在住の地主という状況になっているところであります。 
○ 議長 笹木 英二 楠 順一君 
○ 議員 楠  順一 今、お答えいただいたことは、初めて聞く内容なので

これの評価については、今回は差し控えたいと思いますが、現実として私たち

が感じているとおり減少して空き地も増えている中で、不在地主、町外在住の

地主地権者が相当数であることは、想定のとおりであったと思います。（１）

の質問については今の答弁で了解しました。（２）本町独自の空洞化の要因を

どう考えるかということで、このような現状を踏まえて、この問題を本格的な

政策課題として取り上げた場合、もう少し詳しい調査が必要になると思います

が、一般に国土交通省でも取り上げられている中心市街地の活性化も含めて、

高齢化と人口減少、購買力の町外流出については、私どもの町以外でも共通す

る課題で、特に空知管内近隣町村でもそのような傾向が続いているのではない

かと思いますが、本町独自の特殊事情があるのではないかと思って、これも通

告書に書かせていただきましたが、第１点は、国道２７５号線が道内幹線道路

になっていますが、４車線化が当別あたりまで進んでいますが、先行きが見え

ないということで、特に国道沿線の商店については、これによる将来移転補償

等の問題も絡んで判断を保留してきた事情もあるのではないかと思います。そ

の点について今回まちづくりの中心市街地の問題としてどのように捉えるか

ということは、別の判断が必要になるかと思います。第２点は、不在地主町外

地権者の土地が多いということで、この影響について考えたところ特に商業者

については毎年の地代負担が経営圧迫になって商業が発展しづらい原因の一

つになっていたのではないか。不在地主に対する地代負担あるいは自己所有で

ない土地の商業者には建物に再投資できないし、将来は新地にして返さなけれ

ばならない負担があって自前の商業を発展させていく足かせになっていたの

ではないか。そして後継者に資産を引き継ぐことができないことが、わが町の

商業のネックになっていたのではないかと思います。私の見解を述べさせてい

ただきましたが、この点について町長はどのように考えているか、伺いたいと

思います。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 最初に２７５号線についてですが、２７５号線の拡幅

計画は平成４年度にお話があり、現実問題として沿線住民の意向調査などをお

こなって検討された経過がありましたが、様々な理由により現在は白紙の状態

になっていると認識しているところであります。この町を縦断する国道２７５

号線は、国道１２号線と同じく基幹道路として重要なものであり、今後も国道

政策の中で整備が進むものと思っていますが、空洞化が進み町の市街地形成の

再編理由で整備を要望することは、現状では難しいと理解しているところであ
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ります。また不在地主が町の形成その他において厳しい状況になっているので

はないかという楠議員のお話ですが、私もそのように考えておりますが、今年

に入って１件の不在地主の土地を購入して住宅を建設するという、私たちにと

って予想もしない嬉しいこととしてこの中心市街地にそのような状況がある

ことは嬉しいことですが、これは特別な事情であると考えているところであり

ます。 
○ 議長 笹木 英二 楠 順一君  
○ 議員 楠  順一 第１点目の国道２７５号線の今後の推移は、私もわが

町の今回取り上げている中心市街地の問題と切り離して考えた方がいいと思

います。影響はあると思いますが生活圏としてのエリアを確保、充実させるこ

とを考えると、２７５号線の動向に影響されることは考えづらいと思いますの

で、２７５号線とリンクさせてまちづくりを考えることは、まちづくり総体と

しては必要ですが、中心市街地の問題としては切り離して進めていくべきであ

ると思います。第２点目の不在地主町外地権者の問題ですが、それが商業発展

の足かせになっている認識は町長も共有されていると理解しましたが、それで

はどうするのかということで先ほど１件購入者が現れて流動化したことは確

かに喜ばしいことであると思いますが、（３）の質問とも関係するのですが、

新地になることは決してマイナスだけではないと思って、今後のまちづくり、

再開発を考えた場合、プラスの材料と捉えていく必要があると思います。そん

な意味で第２点目の質問で不在地主の意向調査として、町がどのようにやれる

かということは色々な制約もあると思いますが、町の将来構想を描く上で絶対

に必要になると思いますが、町外地主が今の町の現状を分かっているのか、例

えば東京に居たら一坪いくらと桁が違うので、町が空洞化して歯抜けになって

いることをどれだけ認識しているのか。それからその人たちが個人資産なので

それぞれ考え方があると思いますが、空洞化の現状はうちの町の大きな課題に

なっていますので、所有者がどのような意向を持っているのか。あるいはもし

かしたら売るという考えがあるのかどうか。それを何らかのかたちで調査して

はどうかと思いますが、町長のお考えをお伺いしたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 これからのことについてですが、私の任期は１０月２

日ということで、公式な町長としての責任答弁にならないと思っていますが、

私が答弁してよろしいでしょうか。議長の判断をお伺いしたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 選挙があるからということですか。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 私の任期は１０月２日まで後２０日しかなく、今後の

展開という質問ですから、そこについて私が町長の立場で発言することがいい
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のか、判断をお願いします。 
○ 議長 笹木 英二 町長の考えを申し述べてください。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 今後、不在地主の皆さんの月形町における土地価格を

含めた現状を認識しているのか。また今後、それら土地を手放すことを含めた

意識調査の必要性は、私もしていく必要があると感じているところです。私の

就任以降ですが、ポケットパーク隣の土地については、寄贈を受け、その条件

として子ども達やお年寄りの皆さんの福祉施設活用であったのですが、あれだ

けの面積では適当な施設が結び付かないということから、現在、利用していな

い状況ですが、今後について不在地主の皆さんの意向調査はしっかりやるべき

であると感じております。 
○ 議長 笹木 英二 楠 順一君 
○ 議員 楠  順一 了解しました。この問題は誰が町長になってもうちの

町にとっては避けて通れない問題であると思いますし、継続性も必要なのでそ

の時点で最適判断をして引き継いでいくことが必要であると思います。そんな

ことから答弁をいただき有り難く思っております。（３）今後この問題を施策

課題として検討してはどうかということですが、役場でも当然、認識されてい

ると思いますが、国土交通省では中心市街地活性化に合わせてコンパクトシテ

ィを特に低炭素社会ということで、環境問題も絡めて提唱されております。国

土交通省が取り上げるのは大規模の市で、例えば人口３０万人の都市が対象に

なっていますので、うちの町のような小さな町が対象になると思いませんが、

そこで謳われている「歩いて暮らせるまちづくり」は、国の事業に乗るかは別

にしても私たちの町、特に豪雪地帯の町にとって絶対必要な考え方であると思

います。前段の質問でも申し上げたとおり歯抜け状態になってシャッター通り

から何もない通りになっていく現状は、寂しい限りで将来はどうなるのかとい

う町民の不安はあるかと思いますが、逆に新地が増えて地権者との話し合いが

進めば新たな町の再開発に取り組みやすい環境になってきていると思います。

町の将来構想の中で高齢化が進み車の運転もできなくなれば、歩いて生活でき

るエリアに集合住宅を建て、お年寄りに住んでいただき、介護も市街地郊外を

回るより、訪問介護も効率よくできる、お年寄りも病院に通うことも買い物も

自分でできることから、高齢化社会の一つの解決策ではないかと考えます。そ

んなことから色々なハードルがあると思いますが、町の土地をどうするかでは

なく地権者との絡みもあるので、難しい問題があると思いますが、将来の政策

課題として取り組んでいく考え方を役場行政機関として取り組んでほしいと

思っていますので、それについて現時点の町長の考えでいいので、答えられる

範囲でお伺いしたいと思います。 
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○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 まさしくコンパクトシティを作っていく状況で、私た

ちとしては、住宅については農協倉庫跡地にお年寄りと若者が混合して住む住

宅を建てました。消防署向かいにもユニバーサルデザイン住宅ということで、

お年寄りが老後もしっかり暮らせる住宅を市街地に建設したことは、まさしく

楠議員の言われる目的でやってきたつもりです。私たちの町の元気を取り戻す

という意味でも起業者等支援事業で、ものづくり支援、起業者支援、空き店舗

活用支援としてやっていますし、平成１８年からは起業者支援１件、ものづく

り支援３件、空き店舗活用支援１件、計５件の活用がありましたが、歯抜け状

態になっていく歯止めにならなかったことは残念なことですし、月形高校・中

学校の皆さんにシャッターアートをしていただき、賑やかさを少しでも取り戻

そうということでやりました。シャッターアートを行った所も今回、家屋撤去

ということになってきました。極めて厳しい状況であることは分かっています

が、今後において行政の基本的、中心的課題であると認識して、やれるところ

でしっかり進んでいかなければならないと理解しているところであります。 
○ 議長 笹木 英二 楠 順一君 
○ 議員 楠  順一 質問として今回、時期も考えて以上で終わりたいと思

います。最後にもう一つの考えですが、取り組みにあたってうちの町は課題に

よってバラバラになっていて、政策の統一が取りづらいことがあると思います

が、もう少し基本構造、５年、１０年の年次的なものも含めて町民の意見も聞

いて、将来コンパクトなまちづくりになっていく見解を期待したいと思ってい

ます。個人的な意見で終わってしまいますが、中心市街地の空洞化についての

質問を終わりたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 私たちの町には未来を考える委員会という町民組織が

あり、先般、北海道開発局のヨーロッパ派遣経験のある方に来ていただき、提

案型としてヨーロッパでは下が店舗で上が住宅という施設がたくさんあって、

これが市街地の形成に欠かせないことであるという講演をいただき、それにつ

いて未来を考える委員会で検討したということであります。今後についても重

要なことであると思っていますし、町民の意見もしっかり聞いてまいりたいと

思っております。 
○ 議長 笹木 英二 楠 順一君 
○ 議員 楠  順一 了解しました。 
 
○ 議長 笹木 英二 順番２ 大釜 登君、発言願います。 
○ 議員 大釜  登 ただ今の楠議員の質問と若干、重複することがあると
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思いますが、通告に基づき今後の定住化対策として、空き地の有効利用と現在

点在している今後も増えると思われる無人化した空き家の対策について、お伺

いいたします。１点目は、近年、本町の人口は右肩下がりで減少しており、増

えていく環境が見当らないのが現実であります。それに高齢化が進むと家屋が

傷み、空き地が点在するところは、自分の力で解体しなければならない時期が

これからくると思います。そこで本町で現在、進めている定住化促進事業、新

築・改築等の助成の他に、行政が窓口となり空き家有効利用の事業を今後進め

てはどうかということで、質問いたします。ただ空き家は個人所有の建物です

ので、自治体がどこまで踏み込めるか問題になりますが、物件所有者や家族・

親族の意思を確認し、物件の賃貸もしくは売買の情報を行政が収集、調整し、

空き家情報として登録し町のホームページ等に載せて、入居希望者に提供、仲

介する制度を今後、創設してはどうかと思います。それによって都市住民との

交流が深まり地域活性化にも繋がると思いますので、本町でこのような取り組

みを進めてはどうかということで、町長にお伺いいたします。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 お答えさせていただきます。空き家を利用しての定住

化促進ということで、答弁させていただきます。私たちの町は十数年に渡って

新規就農の皆さんの支援事業をおこなってまいりました。当初、新規就農の皆

さんには作業舎の二階を住宅にする状況で就農を始めたところですが、近年の

特徴として農家住宅を買い入れて近接地を農地として取得してということで、

農業地帯における空き家は相当数新規就農の方が利用して新規就農者の促進

の手助けになっていると理解していますので、農村地域における住む事が可能

な住宅については、しっかり利活用できていると理解するところであります。

１点気がかりなのは、今冬の大雪で実は一般住宅がかなり被害を受けました。

その被害のうちほとんどが不在住宅であったと理解しております。不在住宅全

壊３件、半壊１件、１部損壊６件ということで、かなり大きな不在住宅におけ

る被害であったということで、今後もそれにはしっかり対応していかなければ

ならないと考えていたところであります。余談でありますが、定住化促進とい

うことで私たちの町がやっていた状況でありますが、住宅取得補助金というこ

とで、これについては商工会モデル、町内業者を利用した場合、町外業者を利

用した場合、既に建っている住宅を購入した場合、それぞれ金額は変わってき

ますが、これらの補助をしていたというのが実際のところであります。最後に

大釜議員が言われたホームページを含めた空き家情報を流してはどうかとい

うことですが、実は平成１６年から商工会のホームページで空き家情報配信を

していましたが、実際には情報が集まらずアパートの空き室情報にとまってい

たところであり、平成２３年度の商工会のホームページリニューアル時点でこ
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の部分について更新されなかったというところで、現在、アパート等の空き家

情報については、商工会事務所で個別の問い合わせに応じている状況でありま

す。私たちの町が中心となってこれらの情報配信してはどうかということです

が、これについては、可能性として十二分にあると思っていますが、ただし個

人情報ということが多分に含まれていることは大釜議員もご承知のとおりで

あります。いわゆる業者の皆さんの邪魔にならないことを鑑みながら今後、情

報公開、希望者に対する所有者の連絡先のみの開示とするという状況で、なる

べく市街地における空き家の利活用が促進される対応を取っていく必要があ

ると考えております。 
○ 議長 笹木 英二 大釜 登君 
○ 議員 大釜  登 今の町長からの答弁で概ね了解しましたが、商工会の

ホームページより町のホームページを見る機会が多いと思います。商工会のホ

ームページにアクセスが少ないのであれば、やはり町のホームページで取り扱

っていただきたいと思います。今年も大雪で倒壊した建物がかなりありました

が、使える住宅がまだあると思います。我々も空き家で倒壊した建物を見るに

忍びがたいので、今の話で無人化した空き家について、その前に私の認識で定

住化促進事業で空き家解体について補助されていると思いますが、このデータ

があればお聞きしたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 先ほど言い忘れました。改修等についても補助してい

ましたが、空き家解体についても町から補助しております。詳しいことについ

ては担当課長より説明させます。 
○ 議長 笹木 英二 産業課長 
○ 産業課長 久慈 富貴 現在、あんしん住宅補助のメニューに除却解体工

事ということで、これは平成２３年度から開始されております。環境整備のた

めに老朽化した危険住宅等の解消ということで事業を起こしており、実績とし

て平成２３年度２件、本年度現在までに１０件、合計１２件の実績がございま

す。 
○ 議長 笹木 英二 大釜 登君 
○ 議員 大釜  登 最後にもう一点、無人化した建物等で現実に倒壊や半

壊している建物が町内で２、３件見受けられるが、今年は大きな台風もきてい

ないので被災被害はないですが、倒壊したままになっているのは将来的に風な

どで飛んだときに危険が及ぶと思いますので、これは行政が指導するのか分か

らないですが、どのような指導をするのか。個人の物なのでどこまで踏み込め

るか分かりませんが、危険回避の上で町でも指導していかなければならないと

思いますが、その点についてお伺いいたします。 
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○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 倒壊家屋もしくは倒壊の恐れがある家屋の問題につい

ては、極めて現実問題になってきていますし、空知総合開発期成会でも特に三

笠市、夕張市、そして私の町ということで、色々な所で発言させていただいて

いるところです。最近の情報として栗山町が地代とのさっ引きで代執行をやる

条例を作ったところですが、現実的に国の法律でこれら代執行できるようなし

っかりした法律がないのです。建物を建てるときの法律基準は極めて細かく設

定されているけれど、これが撤収する責任についてはほとんど法律がないとい

うのが現実ですが、これからも行政としてできる範囲の可能性を考えながら、

問題点については、国に対してしっかり訴えながら、そして個別には家屋持ち

主に対して責任として要望していく活動をしていきたいと考えております。 
○ 議長 笹木 英二 大釜 登君 
○ 議員 大釜  登 了解しました。事故が起きてからでは遅いので、早急

な対策を宜しくお願いいたします。２点目は、中学校体育の武道必修化に伴う

安全対策についてですが、文部科学省の新学習指導要領で今年、４月から中学

校１・２年の保健体育の時間に武道・ダンス等の授業が本格実施していると思

います。このような授業を少年期に経験することは、精神的、身体的な成長の

他その後の人生においても、大変良い影響をもたらす可能性があると思います。

一方、学校現場では武道関係の事故が絶えません。万一事故が起きれば子ども

達が被害者や加害者となる可能性があります。そのために万全の安全対策と教

育指導が必要になっていくと思われます。そこで伺います。本校での授業科目

と必修内容、必修時間、指導体制、指導方法、教員の指導研修実施について、

対応マニュアルは整備されているのか、教育長にお伺いいたします。 
○ 議長 笹木 英二 教育長 
○ 教育長 松山  徹 武道の必修についてお答えいたします。この度、中

学校の学習指導要領改定に伴い、今年４月から施行ですが、中学校で武道が必

修となっております。中学１年生から３年生まで、月形中学校の場合は年間８

時間扱いで剣道を行っております。指導体制、指導方法については、大釜議員

のお話のとおり体育の時間、月形の場合は男女教習で実施しており、防具を付

けず「竹刀」と「コテ」を使っています。指導方法ですが、礼法、足さばき、

基本打ち、素振り、連続打ちなどを行っております。安全対策についてですが、

竹刀の点検は授業前に必ず確認しており、事故の対応については学習指導要領

に記載があり、それを踏まえて月形中学校として危機管理マニュアルを作成し

ております。加えて国や道の通知を踏まえて、安全対策に努めているところで

あります。 
○ 議長 笹木 英二 大釜 登君 
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○ 議員 大釜  登 今の答弁で月形中学校では剣道を必修としてやるとい

うことですが、防具を付けないで剣道ということは基本だけになりますが、本

来なら８時間で防具を付けてということは難しいので部活でやればいいとい

うことは分かりますが、先生が教えるのですが、防具を付けないと余計にケガ

の原因になるので、竹刀等の安全対策ということで、今の答弁で教員の指導に

ついての答弁がなかったのですが、指導する先生は剣道の指導資格を持ってい

るのか、指導するために研修に行っているのか、お伺いいたします。 
○ 議長 笹木 英二 教育長 
○ 教育長 松山  徹 指導教員については、体育免許のある教員が指導し

ており、勿論、体育免許の取得に当たっては、格技の授業で剣道・柔道を大学

の単位数で時間を履修してきております。また球技・水泳をこなしてきている

体育免許のある教員です。本年度、講習は受けていませんが、過去に講習歴の

ある体育免許のある教員です。 
○ 議長 笹木 英二 大釜 登君 
○ 議員 大釜  登 資格のある体育の先生なので、それなりの資格は持っ

ていると思いますが、先ほども申し上げたように先生の目の届かないところで

竹刀を持って殴り合いをするという事例もあるので、指導前でもケガは付きも

のなので、その点について先生方にきちんと指導して、授業だけでなく遊びの

中で事故が起きても学校の責任になるので、それは十分に気を付けて指導して

いただきたいと思います。 
 （平田議員 午前１０時４３分退場） 

 
○ 議長 笹木 英二 順番３ 金子廣司君、発言願います。 
○ 議員 金子 廣司 通告に基づきまして町長に質問いたします。１ ２期

８年の総括と今後の政策についてであります。本来であれば今後の施策の質問

は控えるべきだと思いますが、町長は３期目に向けて立起表明されましたので、

質問をお許し願いたいと思います。最初に町民にとって「夢や希望」が持てる

８年間であったのか、お聞きします。１期目の総括としてわが町の本来の落ち

着きのある姿に取り戻す。信頼関係なくして合併はない。平成１７年度の集中

改革プランに基づいて経費の削減をして、それなりの成果はあったが一方で地

元企業が姿を消した。そして町長は１期目に対しては心が痛み首長としての責

任の重さに身が縮む思いがした。しかし、今はあれもこれもではなく、あれか

これかの時代に入った。これが１期目だったと思います。２期目については、

毎年の如く執行方針では合併を推進するということでしたが、２１年９月定例

会の私の質問に対して合併から自立宣言をした。そして自立のまちづくりをす

る。そのとき私は職員を交えて町民参加で自立まちづくり計画をしてほしいと
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要望したことがあると思います。その後ですが２２年に未来を考える委員会を

立ち上げたと思いますが、その中で色々と議論されていると思いますが、どう

しても自立の姿がうちの町はこのように向かっていきたいという姿が一つも

２期目の間になかった。町長の思いが自立という方向に変えたのにも拘わらず、

方向性がどうしても見えてこなかった。そこで３期目に向けて、自立に向けて

どのような施策を考えているのか。町長がいつも言われている「笑顔で明るい

まち」ということで、笑顔で明るいということは、生活が幸せである。確保さ

れていると理解しますが、それを町長はどのようなかたちでまだ３期目になっ

ていませんが、今の町長の思いとしてどのようなかたちで３期目に向けておら

れるのか。１期目、２期目、３期目を含めて町長のお考えをお聞きいたします。 
 （平田議員 午前１０時４５分入場） 

○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 お答えさせていただきます。最初に金子議員も言われ

たとおり平成１６年１０月に町長に就任しましたが、そのときは市町村合併を

唱えていたところでありました。このときの総理は小泉総理で大きなことはい

いことだとしていわゆる地方分権を考えたときに、職員も能力のある者も多い、

そして財力もあるべき自治体としての大きさを確保すべきであるというのが

小泉総理の論理であったと思います。就任時点は約１５００の町村数がありま

した。現在９３４であると思いますが、基本的には平成２２年３月に合併新法

の期限切れがあり、この中で私も平成２１年１２月定例会、金子議員の質問に

対して自立選択を表明させていただきました。その後２２年１月広報で町民の

皆様にも今後は自立でいくと表明させてもらったところであります。特に１８

年３月合併新法が切れた後の北海道の基本構想は美唄市、三笠市、月形町の合

併素案だったと思いますが、美唄市、三笠市が自立宣言している中で私たちの

町は合併に向かう方法がなかったというのが現実であります。次に問題になっ

たのが三位一体改革でありました。国庫補助金負担の廃止、縮減そして税財源

の委譲、地方交付税の一体的見直しということですが、これは地方分権と言う

より国の財政再建が優先されたと私たちは理解しているところで、これを月形

町に置き換えてみると臨財政を含む実質地方交付税については、平成１５年当

時２２億２，８７１万６，０００円が平成１９年には１９億１，６０３万７，

０００円、１５年対比マイナス１４％、その後２２年実績地方交付税について

は、２２億４，５６５万３，０００円、平成１５年当時に戻りましたが、この

間における財政改革は私の一番のテーマになってまいりました。そんな意味で

町民皆様の受益者負担部分においても、各種手数料値上げ、ゴミ収集手数料、

火葬場手数料、保育料の値上げ等町民の皆様に協力願ったところであります。

また施設の見直しということで、福祉センターの廃止その後は学童保育所と障
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害者の地域支援活動センター、町民集会場３つの機能を備えた月形町交流セン

ター開設という状況で、なるべく維持管理費が掛からない施設ということで考

えて進んできたところであります。スキー場も廃止させていただき、つち工房

等々の施設についても民間委託ができるものはするという状況で進んでまい

りました。役場においても組織機構の見直しを図り、行政区の再編等々提案し

てきたところであります。先ほど質問にあったとおり月形町未来を考える委員

会を町民皆様に組織いただき、現在も月形町役場の事務事業について見直しし

ていただく意見をいただいている状況にあります。一般会計上の基金につきま

しては、平成１５年末現在１９億７，２１２万４，０００円が平成２３年末で

は２０億６，００４万５，０００円ということで、基金は減らしていない状況

であります。地方債残高についても平成１５年末５９億４，７０３万２，００

０円が平成２３年末４１億６，３３１万３，０００円という状況であります。

平成２３年度の月形町財政健全化審査結果でも国が提案している財政健全化

の指標の実質赤字比率、連結赤字比率、将来負担比率については、一切数字が

でない状況であります。実質公債比率８．５％昨年度比較で２ポイント下がっ

た状況であります。財政再建を中心に８年間務めてきたと感じていたところで

あります。この状況で夢や希望が持てるのかということですが、自立宣言して

以降、私の行政テーマは広域連携でした。小さな町が単独で全てを賄うことは

できないので、一つは懸案であったゴミ問題ですが岩見沢・美唄・月形で広域

でのゴミ焼却、最終処分場もおこなうということで、これらは平成２７年の稼

働に向かって着々と進めているところであります。し尿処理については美唄市

に委託していましたが美唄市の施設が老朽化していく状況で、石狩川流域下水

道組合、現在、１０市町でやっていますが、ここに雨竜町と月形町が加入して、

し尿処理はこの組合で処理していくということで、進んでおります。今後もよ

り一層、広域連携の重要な柱になってくると考えていますし、可能な限りの広

域連携を模索しながらやっていきたいと考えたところであります。私たちの町

の町立病院は町民の命を守る、ただ町民ということだけでなく福祉施設が５つ

あります。月形刑務所、月形学園少年矯正施設がありますが、刑務所、少年矯

正施設においても土日における医療については、月形町立病院が必要である、

福祉施設の存続ということでも町立病院は極めて重要な位置付けになってい

るところであります。町立病院経営については、度重なる医療法改正で医師確

保、単年度収益が確保できる状況が極めて厳しい状況ですし、平成２３年度実

績についても約５，０００万円の一般会計からの繰り入れをしなければならな

い状況になってまいりました。介護保険についても２４年からの介護保険料に

つきましては、生でその負担を求めるなら６，０００円を超えるということで、

空知管内で一番高い市町村が４，９００円程度でしたから、うちの町が一段と
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高い状況になってまいりました。そんなことから福祉基金の繰り入れをするこ

とで何とか４，６００円程度に抑えるところですが、これらも基金の取り崩し

をしないで一般会計の繰り出しで何とかやっているということも含めて、財政

の再建、財政がしっかりうまくやっている中で、これらができていると思って

いますし、それを含めて今後もしっかりやっていきたいと考えております。私

たちの町の特徴として先ほども言った福祉施設がたくさんあります。特に中和

小学校については、１８年に閉校しました。それ以降は雪の聖母園の授産施設

として稼働利用されていますが、ここで生産されている月形産大豆を使った納

豆生産につきましては、月形刑務所がいち早く週１回使用するということで、

極めて納豆事業についてはスムーズに立ち上げることができたと考えるとこ

ろであります。１６年度をもって閉校した昭栄小学校においても友朋の丘の授

産施設として現在は有精卵の生産をしているところです。有精卵を使ったシュ

ークリームが新たな月形の名物になると考えているところです。現在、友朋で

作っている食パンについては、今後、陸上自衛隊美唄駐屯地隊員食堂に月１回

利用してもらえることが確定されたそうです。私たちの地域、地域を含めた

色々な所との連携にあると思っております。また知来乙小学校跡地においても、

岩見沢聖十字幼稚園の園外活動の極めて自然豊富な拠点として岩見沢市民聖

十字幼稚園の父兄からも注目されているところであります。各施設と地域が極

めて共生していることは、私たちの町の特徴であると考えております。地域が

あることで地域コミュニティーがよりいきいきと活動している実感を持って

いるところであり、この最初は知的障害者の皆さんのグループホームが町内に

たくさんできました。それが障害者の皆さんと一般町民がしっかり同じ町民と

して生活していくノーマライゼーションの精神が定着してきたと考えている

ところであります。もう一つは協働というテーマを掲げていますが、これらも

施設と地域との共生を含めて協働がうまくいっていると理解しているところ

であります。近年、近隣町村の消防団がなくなっていく状況で、私たちの消防

団は条例定数に対して１しかないという極めて高い消防団員の確保率ですし、

活動してもらっているところでもあり、昨年３月の東日本大震災以降では防災

士の資格を取得していただき、これらを災害時の担い手として活動していただ

きたいということで、皆さんに協力いただいたことがありますが、これらもし

っかり協力いただいていると考えているところであります。小さなことでも上

げていくと色々あると思いますが、総括として私が重要に考えていることの思

い、今後もそれをつなげていきたい思いとして、今回、答弁させていただきま

した。 
○ 議長 笹木 英二 金子廣司君 
○ 議員 金子 廣司 今、町長の２期８年間の総括について答弁がありまし
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たが、私が聞きたいのは未来を考える委員会を立ち上げて、あなたは自立を表

明したのだから、うちの町は自立であると、そうしたら町民みんながいつもあ

なたが言っている「笑顔で明るいまち」、本当に笑顔で暮らせる町が何かとい

う姿が見えてこないから、この質問をしたのです。今回３期目を表明されたか

ら次もあなたが担うと思っているし、２期目に自立宣言されたから次に向けて

その責任を果たしてほしいから、この質問をしているのですが、今、町長が言

われたことをそのまま続けていくというなら、うちの町はまだ人口は減ってい

くと思うし、住んでいる人間も正直結婚もできないし、楽だということは考え

ません。一つの例を上げると町で委託している仕事がたくさんありますが、こ

れも町からそこそこのお金を出しているかもしれないが、実際にそこまでいっ

ていない。その把握も行政側がきちんとしているのかという疑問があるのも事

実です。これは前副町長と議論したこともありますが、これは考えていかなけ

ればならないということです。町長に期待したいのはうちの町が本当に自立に

向かっていくのなら、人口減を食い止め、みんなが月形に住みたいという施策

を持っていないのかということです。今までのかたちは分かりますが、福祉も

分かります。一定の評価もします。ただ月形に住んで本当に良かったと思われ

る姿になっていないから聞いているのです。町長は自立宣言され未来を考える

委員会も立ち上げたなら、その中身の意見が反映されていない気がするので、

それを３期目に向けて反映されるかどうか、お聞きします。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 先ほどの答弁でも自立していく上で一番の基本は、身

の丈にあった財政運営であると思っております。それをしっかりやることが最

終的には町民皆様が笑顔で暮らせるまちづくりにつながっていくと思ってい

るところであります。例えば月形高校存続についても多くの課題もあり、かな

り厳しい状況にあったのは事実ですが、その後は通学費の助成復活、入学奨励

金復活、英語検定２級合格者については、海外短期派遣をさせるという状況で、

新たな魅力として全道から注目を集めているところですし、子どもの教育問題

小学校、中学校においても臨時教員の増員を確保して、教育についての手当も

しっかりやっている。電子黒板をはじめ教育施設についても確保していること

では、管内でもトップレベルとしての施設はしっかりしていると考えていると

ころであります。保育所、幼稚園を含めた総合的な子どもづくりということに

ついても、子宮頸がんワクチン、ヒブワクチンの無料化ということで、これは

国が無料化の施策をとっていますが、国が政策する前から無料化宣言をしてい

るところであります。一番厳しく思っているのは、産業であります。土木建設

業の皆さんについては、開発予算が５割を切る状況ですし、道予算も同じ状況

で、私たちの町だけでなく多くの町村の土木建設業の皆さんが廃業に追い込ま
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れている実態は、重々、承知しているところであります。先ほど楠議員の中心

市街地商店街の廃業の問題もあります。これらは今、大きな社会の流れの中に

あると理解しております。その中で実際に私たちがどこまでできるのかという

のは、町だけでできる問題ではないと思っており、最重要課題ですしこのこと

は商工会の皆様とも真剣な取扱いをしていかなければならないと思っており

ます。農業の問題ですが、かつて農林省は新農政プランということで平成５年

に日本水田農業者の耕作面積２０ｈａにするということで、認定農業者制度Ｌ

資金、農地保有合理化事業等々ソフト部分を充実してまいりました。なかなか

ハードが進まない状況で、農地集積が進まない状況でしたが、北海道が平成８

年から担い手事業ということで、受益者負担５％現在は違いますが、それらの

取り組みが進みました。今、月形町においてもインフラの整備、基盤整備が進

んできた中で、かつては厳しい状況にあった土地利用型作物、水稲、大豆、麦

等につきましては、極めて収量が取れる状況になってきております。ソフトと

ハードがしっかりかみ合って流動化が進みましたが、流動化が進んだことで農

民の数が減る、これも町の人口減と衰退が進んでいることは、間違いありませ

ん。私たちの町には刑務所があります。刑務所が１８００人規模に増員決定さ

れて、現在は約１２００名の収容者がいますし、監守の皆さんの人数も確保で

きていることは、月形町という町の特徴として５つの福祉施設があり、刑務所

がある３８００という規模を確保しているということでは、極めて重要な要素

であると考えております。施設と関わり連携していくことが私たちの町の衰退

を一歩でも現在は止めている状況になっていると考えているところでありま

す。夢や希望ということで、市町村長がよく言われるのは例えば医療費の小学

校、中学校の無料化など色々なお話をされます。その中で現在、提案を持って

いませんが、しっかり地に足を着けたところで、身の丈に合った運営をするこ

とこそが、まず町民の皆様の夢や希望につながると考えているところでありま

す。 
○ 議長 笹木 英二 金子廣司君 
○ 議員 金子 廣司 町長が言われることは分からないわけではないけれど、

町長が言っている「笑顔で明るく暮らせる」という言葉からは当てはまらない

のではないか。１点だけ確認したいのですが、未来を考える委員会を町長はど

ういう位置付けで考えておられますか。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 未来を考える委員会について、基本的には月形町役場

が行っている事務事業について、一般町民の皆様に意見をいただく組織として

考えております。 
○ 議長 笹木 英二 金子廣司君 
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○ 議員 金子 廣司 そうするとこの委員会は別に月形が自立表明したから

何とかこの方向にいくということを議論しているのではなく、行政のチェック

みたいなものですか。何も未来を考えるという言葉でなくて、行政のチェック

マンぐらいでしかないのですか。そうではない気がして、やはりうちの町は５

年・１０年先、どういうところに向かっていくのかという方向性があっていい

と思いますが、私が言っていることに無理があるのか。町長とかみ合わない。

分かりました。町長が今、３期目に就任したら１２月定例会がありますので、

そのときに改めてやらせていただきます。これについては終わります。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 未来を考える委員会につきましては、行政側提案とし

て事務事業を提案、審議していただくということですが、それだけをやる組織

ではなく、本当に月形の将来に何が大切なのかということも論議してもらう場

所であると思っております。そんな意味で先ほどの答弁でも言いましたが、ヨ

ーロッパ経験のある開発局員に提案型の講演を聞いて、それをみんなで協議す

る場所も設けてきました。こういうことを多くしていくことが重要であると考

えております。 
○ 議長 笹木 英二 金子廣司君 
○ 議員 金子 廣司 分かりました。２ いじめについてです。これは教育

長にお聞きしたいのですが、最初に１点確認したいことは、いじめは全国的に

発生して正直、亡くなられた方もたくさんいます。その中で月形町の小・中学

校通して過去・現在にいじめがあった、なかったのか、お聞きします。 
○ 議長 笹木 英二 教育長 
○ 教育長 松山  徹 月形町でのいじめの発生についてですが、過去・現

在でということで、数件発生しておりますが、解消しております。 
○ 議長 笹木 英二 金子廣司君 
○ 議員 金子 廣司 わが町においてもいじめがあるということが分かりま

した。そこでお聞きしたいのですが、いじめが発生したときどのような対応を

しておられるのか。また学校としての対策。子どもに対する指導、いじめたと

する側、いじめられたとする側、現場に対する指導、これは教職員の指導に当

たりますが、子どもに対する接し方、親に対する接し方は、どのような対策を

講じておられるのか、マニュアルがあるのか、お聞きします。 
○ 議長 笹木 英二 教育長 
○ 教育長 松山  徹 何点か箇条的にご質問があったと思いますが、具体

的な例を包括的にお話させていただきます。いじめ問題の対応についてですが、

はじめにいじめの発見については、様々な状況からいじめを把握するケースが

あるだろうと考えています。例えば今、学校の子ども向けのアンケートから発
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見したと想定させていただきますが、アンケートは昨年度からの取り組みとし

て５月、１１月の年２回、実施しております。本年度は５月と諸般の事情で８

月に実施しております。子どものアンケートの記入については、その時点だけ

でなくさかのぼって記入することになっており、学校は発見した日と解消した

日を報告することになっております。アンケートでいじめられたことがあると

答えた子どもがいたとすると、そこから聞き取りをおこない、その子は継続し

て苦痛を感じているのか、一過性と言うか意味としては一時的なものかどうか

ということで、当該の子ども達へ事実を確認し、指導や心をケアしたりするこ

とになります。もし継続しているならば解決に向けた対応策を取ります。対応

策については、悪口やからかいなどのいじめもあればネットいじめ、暴力を伴

うものということで、いじめの種類によって対応策は変わってくると思います。

勿論、この際、保護者に学校の対応や指導内容等を連絡、話し合いをする、学

校が気が付かない場合もあるので、家庭との連絡で改めていじめの有無を保護

者にも確認します。同時に当該の子ども達だけでなく周りの子ども達や全体へ

の指導については、学級や全校に対して改めていじめを受けることのつらさや

いじめは絶対に許されないという意識を高めるとともに、暴漢していた子ども

がいたら暴漢する行為はいじめを許すのと同じであると気付かせるなど、いじ

めが起こらない風土づくりに務めます。アンケートは時期が限られていますの

で、いつでも本人から訴えることができるコミュニケーション、教師からの声

かけ、周りの子ども達からの情報を得られるような人間関係づくりに務めるよ

う指導しております。ちなみに月形中学校では学校側が取り組むアンケートの

他、生徒会でも独自にアンケートを実施しています。更に「いじめゼロ宣言」

ということで、年度当初の生徒総会や学級で子ども達が話し合いをもっており、

その実践が顕著であるということで、数年前、新聞報道されております。これ

らの流れについては、教育委員会は報告を受け協議しながら進みますし、学校

の対応策についても指導助言していきます。教職員の指導につきましては、今、

一部、前段で発言させていただきましたが、日常的にいじめはいつでも、どこ

でも、誰にでも起こりうるものとして、昨日まではなかったけれど今日は起こ

りうるということで、色々な場面で気を払ってということで、例えば教科指導

だけでなく学校行事や生徒会・児童会活動・部活動等で、多くの先生方が指導、

接したりする中で、子どもの様子や人間関係の変化等を観察するなどアンテナ

を高くして証拠を見逃さないように指導しています。研修では月形町内でもい

じめについての研修をおこなっていますし、空知教育センターや道立教育研修

所でもいじめ等の講座について先生方は参加しております。マニュアルについ

ては小学校、中学校あります。 
○ 議長 笹木 英二 金子廣司君 
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○ 議員 金子 廣司 今の説明はいじめに対する学校、教育委員会の一般論

での対応であると思いますが、アンケートの他に教職員の方々がいじめかどう

かチェックしているということで、それならうちの町で過去・現在でいじめが

数件あったということは、チェック体制が甘かったのか。先生の見る力がなか

ったのか。いじめというのは些細なことでも例えば学校では一過性のものと判

断しても、一過性と簡単に見過ごしそうな判断がいじめの積み重ねになって、

それがエスカレートしていくと考えています。教育委員会では校長に学校を任

せていると思いますが、校長の能力もしくは教員の能力であると思いますが、

見抜いたときに子どもに対する接し方、先ほど一つのパターンとして言いまし

たが、うちの町として子どもに対してどのような接し方を学校の先生方はして

いるのか。教育委員会では先生方にどのような指導をしているのか。ただ足を

運んで何もありません。きちんと終わりましたというたぐいなのか。本当に真

剣にその子の立場になって対応するということを先生方はしているのか。今の

先生方は教師的なことが多く見える。これを言っては先生方に失礼かもしれま

せんが、教育というものを分かっていないように思って、事務的で時間になっ

たら帰る。本当に子どものことを思っているなら、昔の先生のように僕らの時

代だったら僕らが悪さをしたら先生方からげんこつをもらいました。でもそれ

は悪いことでないと思うし、逆に今だったら良かったと思う気持ちもあります。

本当に教育ということが分からない先生が多いように思います。だからこそい

じめが発生したときの対応がきちんとできていないと思います。そこで聞きた

いのは、月形町で仮にいじめがあったとして、今はない、過去にあったという

ことで、先生はどういう対応を子どもにしているのか。親御さんに対してどう

いうかたちで接しているのか、もう一度、お聞きします。 
○ 議長 笹木 英二 教育長 
○ 教育長 松山  徹 先生方の接し方ですが、例えばいじめを発見した先

生が一人で抱え込むことのないように、学校全体できちんと理解していこうと

いうことで、担任、部活動、教科など色々な場面があると思いますが、その先

生が判断して飲み込む、処理することなく、職員全体で共通理解を図るように

する。接し方として窓口が担当の先生だけでなく、学校では生徒指導部という

組織がありますので、そちらの対応も含め、養護教諭、スクールカウンセラー

と事と場合によって接するということで、一般的に障害・暴力行為と言ったら

担任の先生、生徒指導部の先生、教頭、校長の所に行って謝罪ということで、

いじめではないですが、段階を踏んでアイデアを工夫して学校体制複数で対応

するよう指導しております。先生方もそのようなことは私ども以上に実践を交

流、研修会に出席して理解していると思っております。家庭への対応につきま

しては、先ほども少し言いましたが、学校での指導の流れを通知して、家庭で
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の接し方、様子をきちんと把握してください。そしてお互いにそれを日常的に

継続して交流していきましょうということです。もし現在、それで十分でない

ということであれば、再度、強く指導していきたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 金子廣司君 
○ 議員 金子 廣司 確かに今の答弁しかできないと思います。その結果、

そこまで努力していてもやっぱり答えがでてこない。いじめがなくなってこな

い。実際に全国、札幌の事件でも大体が学校、教育委員会でも常に指導してい

る。先生方もまめに行っている。だけどあのように亡くなる子がでてくる。先

生方の努力が足りないと言わないけれど、生徒とどこまで信頼関係が持てるの

か。先ほどの話でないけれど教師、教員に言っては悪いけれど、本当の教育者

がいないのではないか。本当に子どものことを自分の子どものように親身にな

ってやる先生が今は少ない。心の温かい先生がいないという気がしてならない。

全国的ないじめ問題をＴＶ・新聞等で見たときに、どうしてこのようなことが

起きるのか。わが町ではそのようなことは多分ないだろう。当然、きちんと校

長をはじめ先生方も心をもって接していると思っているのですが、本当に起き

たときに子どもに理解してもらう。本当に難しいところであると思います。親

御さんに会って説明する。子どもにも会うと思いますが、非常に難しい答えに

なると思いますが、その中で処理できないときに更に教育長の考えはどのよう

なかたちで解決したらいいのか。教育のプロですから、当然、このような場面

になったときに、本当に手がない。でも私ならというものがあれば、お聞かせ

願いたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 教育長 
○ 教育長 松山  徹 難しい問題になってきたと思いますが、解消できな

い場合ということで、自分自身の体験事例を申し上げます。今でも忘れないで

すが、以前、不登校の生徒がいて、中学１年生、９月２３日からずっと不登校

になった状態、女の子ですが、高校にはきちんと登校したものだから、この管

内ではないですが、相当の時間が経過してしっかり立ち直っているから時効と

思ってお話させていただきました。自分自身が手詰まりになった時、例えば家

庭訪問しても親と話はできるが子どもは会いたくない、本当に四面楚歌になる

状況があったと思いますが、一つは自分自身の接し方で振り返ってみると子ど

もに対する言動はどうだったかということで、専門機関である道立教育研究所

や児童相談所に行って、自分の指導の在り方を一回見直したということ。更に

そこで自分のアイデアとして学校、担任と子どもとのライフラインは絶対絶っ

てはいけないということで、交換ノートを始める、周りの先生方や研修会で実

践を聞いてということで、子どもとのライフラインをどのようにもっていくか

ということで、そのような方法、方策はたくさん打って返ってくるのは１、２
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本かもしれないけれど、そこをよりどころとしてということで、不登校の場合

でしたが、少し時間は掛かりますが、何とか心を開いていく、何とか内的エネ

ルギーを高めてやりたい、学級の子ども達を使ってなど、そんな方法を駆使し

ながら、また自分の指導方法を絶えず見直すということで当時は模索だったと

思いますが、そんな方法で子どもとの信頼関係を築いていく、少し恩着せがま

しい言い方ですが、こちら側が愛情、誠意を持っているということを押し付け

てはいけないと思いました。子どもは子どもなりにたくさん悩んでいると思い

ました。何とか糸口を見つけて周りや関係機関と連携を図りながら指導方法を

あきらめることなく、絶えず務めていかなければならないと思います。 
○ 議長 笹木 英二 今、やり取りを聞いていたのですが、問題が起きたと

きは把握してその後はやはり教育長、教育委員会から学校に対して指示という

かたちでないかと思いますが、それはどうですか。指示するのは教育長、教育

委員会が子どもと接して話を聞くことは問題外であると思うので、まず学校側

に指示するのが一番先のやり方であると思っているのですが、金子議員の質問

でこのことも含めていると思ったのですが、指示はしっかりすると思いますが、

どうですか。 
○ 議長 笹木 英二 教育長 
○ 教育長 松山  徹 私のときもそうでしたが、まず学校と教育委員会が

連携を図ってやっていくということで、教育委員会からアイデア、指示、援助

をいただきながら動いていました。そんな中で教育委員会は議長が言われたと

おり子どもに直接関わっているのは学校ですから、教育委員会も学校と一体と

なってということで、協力できるところがあれば十分していくことになると思

います。 
○ 議長 笹木 英二 金子廣司君 
○ 議員 金子 廣司 月小だよりに「いじめが起こってしまってから対応す

るのではなく、『いじめの起こらない人間関係づくり』が大切だと考えていま

す。」と載っていますが、このとおりであると思います。こういうことのなら

ない人間関係、子ども達の心をきちんと作ること。今、見ていて大いに足りな

いのが助け合い、お互いをいたわる、時には見て見ぬふりをすることがないよ

う子ども達にきちんと教育してもらうことができる教師でなかったらダメで

あると思います。決して先生方を良い、悪いとあえて言うのではなく、教育と

は何かということをきちんと踏まえて自分の置かれる立場を考えなさいとい

じめが起きたときに先生方によく言いたいという気持ちが強いのです。今回の

ＴＶニュースを見ているとやはりそれが欠けていると思うのです。自分はただ

これを馴れ合いにしてやっているから、時間とおりに働いて後は帰ればいいと

いう、決してみなさんそうであるとは思いませんが、そういうたぐいが多いこ
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とのつけがいじめだと思っています。うちの町はそのようなことがないよう教

育長、教育委員長も含めて、学校にはきちんと指導をお願いしたいと思います。 
 
○ 議長 笹木 英二 暫時休憩いたします。   （午前１１時３１分休憩） 
○ 議長 笹木 英二 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
                        （午後 １時３０分再開） 

（宮元議員 午後 １時３０分入場） 
 
○ 議長 笹木 英二 順番４ 宮下裕美子君、発言願います。 
○ 議員 宮下裕美子 通告書に従い質問を行います。はじめに午前中の金子

議員の質問に対する答弁で、私が通告書に記した内容について一部、答弁され

ました。しかし、せっかくの機会なのでそれを踏まえて質問をより進化させ、

「いじめ」問題について議論を尽くしたいと考えますので、宜しくお願いしま

す。今回の質問で私が「いじめ」問題を取り上げたのは「大津市のいじめ自殺

事件」があったからです。日本中の多くの人がこの問題に心を痛め、また不安

が募りました。全国の地方議会においても９月定例会の一般質問でこの「いじ

め」問題が取り上げられていて、市民の関心の高さがうかがえるところです。

この「大津いじめ自殺事件」が私たちに見せたのは、１点目として陰惨な「い

じめ」の実態です。２点目として「いじめ」を見て見ぬふりをした学校と教育

委員会が存在したということ。３点目として事件発覚後も「いじめ」は確認で

きなかったとした学校と教育委員会の隠ぺい体質でした。これは特殊な案件だ

ったかもしれませんが、ただ私たちの身近な所でも起こりうるのではないかと

全国の人々に思わせたことが、この問題の重要な点であったと考えます。月形

町での実態と課題、政策を含め、これから質問させていただきます。最初に発

生時の対応についてです。月形町で「いじめ」が発生した場合の対応について

は、午前中の金子議員への答弁で明らかになりました。その点については了解

いたします。しかし疑問もありました。以下の点についてお伺いします。「い

じめ」への対応は全て「いじめ」があると認識したところから始まっています。

先ほどの答弁は「いじめ」があるというところからスタートして、その後の対

応について報告していますが、何をもって「いじめ」と規定するのかというこ

とは語られませんでした。「いじめ」と判断する基準は何か、お伺いいたしま

す。 
○ 議長 笹木 英二 教育長 
○ 教育長 松山  徹 宮下議員の質問にお答えいたします。「いじめ」の判

断基準ということで、「いじめ」の定義を説明させていただきます。当該児童

生徒が一定の人間関係のあるものから、心理的・物理的な攻撃を受けたことに
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より、精神的な苦痛を感じているものということです。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 今、教育長が言われた「いじめ」の定義は、文科省で

提出されている指針のようなものですが、それは具体性に欠けて分かりづらい、

人によって判断基準が十分でないのではないかと思います。今回、先ほどの説

明でも「いじめ」があった、なかったというところが問題になっていて、「い

じめ」があったとなったら対策は練られているし、マニュアルもあるというこ

とですが、「いじめ」があると認定できなければそのシステムは活用できませ

ん。私が調べた相談機関などが基準に考えている「いじめ」ということで、３

点、あります。１点目、自分より弱い者に対して一方的に行うこと。２点目、

身体的・心理的な攻撃を継続的に加えるということ。３点目、相手が深刻な苦

痛を感じている者ということで、相談機関などではこれらを基準にやっている

ということが、インターネット情報であります。それに対して現実場面として

「いじめ」がある、ない。宮元議員が平成２２年第４回定例会の一般質問で「い

じめ」を取り上げたとき、教育長は「いじめ」の発生ではなく態様によって「い

じめ」の存在を既定すると説明していましたが、その点も踏まえてもう一度、

皆さん、どれを「いじめ」とするのかというのは、どのように認識されていて、

ある程度、共通、かなりボーダーなところはあると思いますが、それはどのよ

うにきちんと精査されているのでしょうか、お伺いいたします。 
○ 議長 笹木 英二 教育長 
○ 教育長 松山  徹 「いじめ」の対応について発言させていただきます。

平成１８年度以前ということの定義が一つあって、１８年度以降「いじめ」に

ついて見直されたということです。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 対応については、すでに宮元議員の質問に対しての答

弁で説明されているので、それを踏まえて現場の皆さんはどのように「いじめ」

のあるか、ないかを判断されているのか、お伺いします。その中で対応を説明

されるのならいいのですが、対応だけを説明されると以前にもそのような答弁

がありましたから。 
 （平田議員 午後 １時３６分退場） 

  「いじめ」の対応は言語的な攻撃といって言葉で「臭い」「汚い」「ぐず」

と言う、身体をぶつけることも含め、それから仲間はずれにするなどすでに説

明されていたので、それを現場の皆さんがどういうかたちで認識されるのか。

そういうもの全てが「いじめ」の認識なのか、お伺いします。一般論としての

対応はこれだということではなく、現場がどういう認識で「いじめ」と判断し

ているのか、お伺いします。 
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○ 議長 笹木 英二 教育長が学校にいるのではないから、そこはやはり学

校の先生方との連携であると思います。 
○ 議長 笹木 英二 教育長 
○ 教育長 松山  徹 具体的には、冷やかしやからかい、悪口、脅し文句、

嫌なことを言われる、仲間はずれ、集団による無視など宮下議員は調べていて

詳しいと思いますが、現場の教員も一致しております。私ども以上に先生方も

研修を積んでこれらの把握はしていると思います。宮下議員が聞きたいのは、

捉え方としてここまでがいじめでここまではいじめではないということを聞

きたいと思っていたのです。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 今、教育長が言われたことは十分に分かっていますが、

先ほどの金子議員の答弁で月形町では「いじめ」もあったが、今は解決してい

るということですが、例えば冷やかしや悪口を言うところから「いじめ」と捉

えるなら、１８年から何年間でいくつかあったというレベルではなく、もっと

頻繁に「いじめ」として捉えられる件数が増えてくると考えたので、その認識

でいうと先ほどの「いじめ」の色々な対応について書いてあることが些細なこ

とからある程度「いじめ」の分類で認識されて、だけど些細なことだから子ど

も達と教師の会話で十分、解決できることとして解決したのなら理解できるの

ですが、先ほどの答弁では過去にいくつかあったと表現されたので、そうする

と今、言われた細かい対応についてが基準ではなく、先ほど教育長が言われた

基準はもっと複数の人が絡んでいる、暴力的行為があったなどもう少し重大な

事件だけが「いじめ」と認識されているのかと疑問に思いましたので、細かな

対応と件数、一般的な感覚で言うとだいぶかけ離れていたと思うので、そこを

お伺いしたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 教育長 
○ 教育長 松山  徹 具体的な例でお話した方がよろしいかと思いますが、

「いじめ」の認知ということで、冷やかしやからかい、悪口や嫌なことを言わ

れるということは、いじめられた子どもの立場に立って考えるようにしている

ということですが、小学校から中学校にかけて自我・個性を発揮する時期があ

り、子どもたちは集団の中で個性の発揮によるぶつかり合いがあると思います。

また些細なトラブルやケンカ、言い合いが子どもの成長には欠かせない場合が

あるのは、皆さんご承知のとおりであると思います。これらは挫折や失敗経験

と同じようなことで、社会に出るために必要な発達課題であると思っています。

何でも干渉して過保護に育てることにはならないと思っております。これらの

発達課題と意図的に行われる「いじめ」と明確に区別しなければならないと考

えます。例えば線引きは大変、難しいですが、ケンカを例にとりますと、一般
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的に対等の関係であって感情の高まりがある場合はケンカと判断する。「いじ

め」は対等の関係ではない。感情の高まりというより苦痛を与えることを目的

としていると思います。更にからかう例がありますが、からかう人とからかわ

れる人が簡単に役割を交換することができる、相手を傷つける意図がない場合

は一過性のいじめで、場面が変われば反対側の子どもがちょっかいを出す一過

性の「いじめ」であると思っています。ですから一つの行為がいじめかどうか

の判断は、多くの先生方の目で人間関係の変化や仲間意識、お互いに子どもの

様子、言動を見極めた上で判断することが、極めて大切であると思っています。

本来、いじめか、いじめでないかというのは、人によって感じ方、捉え方が違

うということは、宮下議員も言われていたので、そのとおりであると思います。

判断の難しいものもありますので、大事なことは「いじめ」につながる可能性

のあるものに対して、適切に対応することであると思っています。 
 （平田議員 午後 １時４０分入場） 

○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 今、細かく説明していただき、人によって感じ方が違

うということは、今回の重要なポイントで、子ども達がどのように傷ついてい

るのかあるいはそれが「いじめ」かどうかということに対しても、相当、注意

深く取り扱わなければならないと感じます。往々にして子どもは親や先生に対

してプライドが実際のことを言えないことが、次の「いじめ」につながり深刻

化することもあるので、それは十分に務めなければならないと教育長の答弁を

聞いて分かりました。今の「いじめ」の認識で、もう少し別の観点から質問さ

せていただきたいのですが、「いじめ」があると感じたときに受け止める手段

として先ほどの答弁でアンケートや教育相談など様々な手法が取られ、受付窓

口としてたくさんの先生方、スクールカウンセラーが対応しているということ

でしたが、それら全て学校内の教職員が対応しているということであると思い

ますが、学校側が個人あるいは組織としてこれは「いじめ」ではないと規定す

れば「いじめ」の存在は表に出てこない。これは大津事件でも問題になった事

実で、明らかに普通だったら「いじめ」ではないかと報道内容からは思うこと

も、現実的には学校は「いじめ」はなかったと最終的に自殺した以降も言って

いました。そこから可能性としてなきにしもあらずで、その問題を教育委員会

ではどのように対処するのか、お伺いします。 
○ 議長 笹木 英二 教育長 
○ 教育長 松山  徹 学校や教育委員会で把握できないようなものという

ことであると思いますが、保護者や周りの友達に言っていただきたいと思いま

す。一般的なことで申し上げますと、関係機関から子ども達に配付しているい

じめ相談窓口ということで、テレフォン相談や受付時間記載のカードも配って
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います。法務省では人権の立場からそのようなものも発行しています。それは

社会各界、各層でそれぞれ補い合っていくものであると思っております。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 分かりました。そのようなシステムになっているとい

うことで、理解します。それで（２）深刻化させないための対策についてです。

色々、具体的なお話もありましたが、今度は「いじめ」が発生したと仮定して、

問題は「いじめ」をいかに深刻化させないで解決に向かわせることが重要にな

ってきます。そのとき以前の宮元議員の答弁、先ほどの金子議員の答弁でも、

日常的に「いじめ」を発生させない未然防止の取り組みが極めて重要であると

いうことでした。しかし「いじめ」を発生させないことばかりに注目し過ぎる

と発生したときの隠ぺいにつながると考えます。そこで発想転換して「いじめ」

の発生は当然あるもの、先ほどの軽微な「いじめ」の対応についても、それは

成長過程のものかもしれませんが、かなりグレーボーダー的存在なので、それ

もとりあえず「いじめ」と認識した上で、ランクを付けるわけではないですが、

そういうかたちに置きながら「いじめ」の発生はあるものとして、それをいか

に深刻化させないか、あるいはどう解決したかということが教職員や学校にと

って評価されるポイントに変換してはどうかと考えます。これは過去の「いじ

め」でも指摘されている点で、結局、学校評価が厳しくなり日常の全てが評価

につながっていることの弊害があるのではないかと今、色々と言われています。

そのことも含めて「いじめ」は当然あるものという視点の変化をいずれは文科

省などから指導があるかもしれませんが、それに先駆けて月形町教育委員会と

して取り組んでいく、検討する方向性はないのか、お伺いいたします。 
 
○ 議長 笹木 英二 暫時休憩いたします。   （午後 １時４５分休憩） 
○ 議長 笹木 英二 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
                        （午後 １時４６分再開） 
 
○ 議長 笹木 英二 教育長 
○ 教育長 松山  徹 「いじめ」を深刻化させないことについては、多々

あると思いますが、ポイントとして先ほどから言っている「いじめ」を発見、

察知した際には兆候も含めて見逃さないことで、良くあるケースとして子ども

同士を中傷するような発言を教師が容認するというものがありますから、先ほ

どから言っている「いじめ」の可能性につながるそういう発言、言動、行動を

容認することなくということです。そのためには教師自身の感覚を研ぎ澄ませ

ることが大事であると思っております。更に「いじめ」問題を教師が一人で抱

え込まないということで、全体のものとして扱うことが必要であると思います。
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合わせて子どもに関わる積極的な対応として、「豊かな人間性、豊かな心」の

意識を高めることが極めて大事であると思っております。一見遠回しのような

手法ですが、実は直接当たるのが対処療法であって、遠回しのようだけど心を

育てていくのが積極的な療法と捉えています。例えば道徳の時間で多くの活動

として学校で培われていくのですが、日常の係活動や班活動、学校行事、運動

会、体育大会、学芸会、学校祭など、この中で人間関係を作っていきます。更

に旅行的行事として修学旅行、宿泊研修などでも協力すること、我慢すること、

心を育てていきます。児童会や生徒会で見られる奉仕活動や社会貢献活動、文

化活動、ボランティア活動を通して心を養っていきます。また月形町の読書感

想文コンクールはご承知のとおり独自の取り組みであり、特に月形の場合は小

学生から高校生まで読書感想文コンクールに取り組んでおります。小学校は新

聞社が主催するコンクールで入賞する。中学校では読書感想文コンクールの延

長上にある少年主張大会で最優秀賞や優秀賞を受賞しております。また地域で

は子ども会行事なども有効であると思います。これらの積極的な取り組みがあ

いまって子ども達の心が育まれ「いじめ」の未然防止もそうですが、深刻化さ

せないことにつながっていくと思います。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 今のことは分かったのですが、私の言っている質問に

も答えていただきたいのですが、「いじめ」を発生させないことばかりに注目

していくと隠ペイにつながるので、「いじめ」の発生は当然あるものという捉

え方に転換することができないかということです。今、教育長が言ったのは宮

元議員の答弁でも同じことを言っていますので、それは十分に理解しています

ので、その上に立って未然防止策の取り組みばかりに視点が行っていないか。

そうではなく「いじめ」は当然あるものとして先ほど言っていた軽微のものも

カウントする、「いじめ」の段階をステップアップして数を把握するなど、取

り組みの視点を変えるのはどうですかという質問をしたのです。 
○ 議長 笹木 英二 教育長 
○ 教育長 松山  徹 視点を変えるように常日頃、先生方にもお話してい

ますし、そのようなかたちで学校でも捉えているから金子議員の質問にあった

月小だよりに「いじめが起こってしまってから対応するのではなく、『いじめ

の起こらない人間関係づくり』が大切だと考えています。」ということで、一

過性のものがあって保護者に聞くということで、数件になったと思うのです。

ですから公表もしているし学校評価のお話もされていましたが、あるからとい

うことが大事ではなくむしろ解決に向かう、向かわないかが学校評価ですので、

あるものと先生方も認識しているし、隠すようなことは常日頃ないようにと言

っております。 
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○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 認識の違いかもしれませんが、あるものと捉えて先ほ

ど言ったいじめの対応の細かな項目でみれば、ボーダーを「いじめ」と軽微な

「いじめ」があり得るという捉え方で数字をカウントすれば、相当数のものが

上がってくるのではないか、私は自分の子どもの教育現場を見るなど子育てに

拘わりながら、そのように感じているのですが、現実的には教育委員会から最

近は数年間にいくつかあったと言われましたけれど、以前から１８年が境と言

っても以降もしばらくほとんどない状況で推移してきていますし、報告が上が

っているといってもこのこと自体がきちんと提示されているわけでもありま

せんし、視点をきちんと変えているというそれがきちんとしたかたちなどに表

れるように「いじめ」の学校側の認識が変化しているという保護者や子ども達

に分かるように、例えば数値が変化する、先生方の言動が変化する、行動が変

化するということが必要になると思いますが、私はそこを感じられないのです

が、教育長いかがでしょうか。 
○ 議長 笹木 英二 教育長 
○ 教育長 松山  徹 先ほどから言っているように指導しているというこ

とで、今後、より一層、必要であれば検討させていただきます。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 そうしましたら（２）深刻化させないための対策とし

てもう一点、提案を含めて質問させていただきたいのですが、先ほどの金子議

員の答弁で家庭へは学校の対応、報告、継続的に情報の共有を図っていると言

っていましたが、これはいじめられた側の子どもに対して取っている対応であ

ると聞こえました。「いじめ」の対応にもよりますが、多くの場合一対複数の

構図になることが多いですが、それらに対してはどのように対応するのか。例

えば保護者全体に対して協力を依頼する。あるいはもっと広範な考え方で月形

町の地域特性を生かした方法なども検討してはどうか。月形町は先ほどから出

ている地域コミュニティーが存在し様々なかたちで保護者だけでなく地域の

皆さんが子育てに関わってきています。縦横が密な関係を利用して保護者や地

域へ協力依頼をするなど、広範な総合窓口としてその人達から情報提供しても

らう、あるいは「いじめ」られている子どもが自尊心を高められるように挨拶

運動や声かけ運動に協力してもらうなど、様々な取り組みができると思います

が、深刻化させない方法として月形町独自にやれる地域コミュニティーを活用

したものができないのか、お伺いいたします。 
 
○ 議長 笹木 英二 暫時休憩いたします。   （午後 １時５６分休憩） 
○ 議長 笹木 英二 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
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                        （午後 １時５７分再開） 
 
○ 議長 笹木 英二 教育長 
○ 教育長 松山  徹 今、ご指摘のお話も国や道の支援室に課題が上がっ

ていると思いますし、一番、大事なことはこのことが当該の周りの子ども達の

心に傷を付けることをしないよう配慮することです。特に大きな空間であれば

いいと思いますが、北海道は広くないということもありますので、子ども達や

保護者の知られたくない権利も十分に配慮して、国、道と連携、協議して検討

させていただきます。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 今、教育長が答えたのは一般論であると思いますが、

月形町の場合は兄弟がたくさんいて一つの学年で起きたことが他の学年の噂

になって、いくら学校が伏せても様々なところで皆さん関連しているため、実

態のないものも含めて展開していきます。それは顔の見える関係が密であるこ

とは、悪い面だけではなくていい面もあって、きちんと地域や保護者に説明、

協力を仰ぐことにより、全体としてより早く解決できることもあると思います。

今、一般的に行われているのは、プライバシーの問題あるいは都会的な手法で

学校のことは外には漏らさないということで、学校内だけで解決しようとして

いて、本来、月形町の特性である実態を十分、理解しないまま、なぜかうまく

いっていないのではないかと感じることがありました。そういう意味で先ほど

言ったように地域コミュニティーという言い方が分かりづらいかもしれませ

んが、月形町の特性として関係が密で様々な方面でみんな協力し合える方々に

協力を仰ぐ具体的な方法はそれほどプライベートな話に絞らないまでも、「い

じめ」の発展防止のために挨拶運動や声掛けをして、みんなが子ども達を大事

に思っている、どこかによりどころがあるという自信を付けさせる運動を地域

ぐるみでできるのではないか。もし学校で問題が起きたときには、ある程度範

囲を決めて保護者に情報をオープンにしながら協力依頼することも可能です。

いわゆるとおり一遍な都会的手法ではなく、地域に根ざした方法があるのでは

ないかと考えるのですが、そのことを教育長はどのように考えているか、お伺

いいたします。 
○ 議長 笹木 英二 教育長 
○ 教育長 松山  徹 仮にということだったと思いますが、前段の学校が

情報を伏せたとしてもということは、私としては答えられませんので、前段は

コメントできませんし、不適切かなと思いますが、月形町の特性である親と子

ども達が身近な存在であるということで、今も交通安全や挨拶運動をやってお

りますので、このことはより一層、充実させていきたいと考えております。 
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○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 答えられないということで、それは理解しました。今、

交通安全と挨拶運動のことを言われていましたが、交通安全のための挨拶運動

をするのではなく、「いじめ」対策にも挨拶運動は有効であることを知らしめ

ることが、この問題の解決につながると思うので、交通安全のためだけにやっ

ているというのではなく、このようなことがあったから挨拶運動で声掛けして

もらえませんかという提案は、あればより一層、成果が上がると思いますので、

その点は現状に満足しないでぜひやっていただきたいと考えます。（３）関係

機関との連携や協力強化についてですが、これについては通告書に大津事件以

降、「いじめ」を広範囲な視点（自殺予防、虐待防止、他）で捉え、関係機関

（人権擁護委員、主任児童委員、地域、他）との連携や協力によりサポートす

るべきとの考え方が出てきた。月形町においても、場面に応じた展開は検討さ

れているのか。また、独自の対応はあるかということで、先ほど国や道では検

討されていると少し言われていましたが、月形町としてはどうなのかというこ

とを中心にお伺いしたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 教育長 
○ 教育長 松山  徹 ご指摘の「いじめ」を広範囲な視点で捉えるという

ことは、全く同感であります。背景に虐待がある、延長上に命を大切にするこ

とがあると思っております。その上で関係機関の連携については、具体的に申

し上げると住民課とは放課後の子どもの様子、きららクラブ等の活動があるの

で、それら交流する、民生児童委員とも「いじめ」ではないですが、協議して

連携を深めた例はありますので、住民課とは連携が取れております。また人権

擁護委員会につきましては、月形エリアを担当する人権擁護委員から子ども人

権ＳＯＳミニレターの依頼を通して、教育委員会も子ども達の様子を交流して

おり、学校にも直接、人権擁護委員に行っていただき、子どもの様子を交流し

ていただこうと思っております。更に地域の警察ということでは、例年、岩見

沢警察署と連携して薬物乱用防止教室を開催しております。特に今、命を大切

にする指導ということで、叫ばれていますので、今年度は命の大切さを学ぶ「命

の教室」を実施する予定になっております。一番、やっかいなのは３月議会で

楠議員から質問があったネットのいじめについてですが、ここも不正追究を打

たなければならないということで、ご質問がありました。この７月に e ネット

キャラバンという組織から講師を招き、町内小中学校全職員を対象に研修をお

こなっております。ネットいじめということで、月形ではそんなにインターネ

ットの影の部分はまだというお話でしたが、不正追究ということで、今後はこ

ことも連携を取れることになりますので、何かの際には検討の備えはあります。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
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○ 議員 宮下裕美子 今、いくつか提示されたので、ぜひそれらと連携を検

討していただきたいと思いますが、特に私が要望したいのは主任児童委員との

連携ですが、「いじめ」は子ども達からのＳＯＳだけではなく、家庭の保護者

からもＳＯＳが発せられることがありますけれども、現状ではそれを受け止め

る場が教育委員会か学校ぐらいしか一般的にはオープンになっていないと思

います。例えばそれが住民課や民生委員が窓口として機能するというＰＲにな

って、それは地域ごとに民生委員は配置されているし、主任児童委員は２人で

すが、特別児童に特化したところで活動していると思いますので、そこに対し

ては事前に窓口としての機能を充実させる、あるいはＰＲとして活用して、役

場内だけで連携が取れているかもしれませんが、相談窓口としては私たち町民

には全く聞こえてきていないので、そこのところを取り組んではいかがかと考

えますが、どうでしょうか。 
○ 議長 笹木 英二 教育長 
○ 教育長 松山  徹 住民課とも協議して、検討したいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 了解しました。（４）教育委員長の考えについてですが、

一般的に教育の問題は教育長にお伺いするのが普通ですが、今回は「いじめ」

の問題に対して教育委員長の考えを聞かせていただきたいと思って、質問させ

ていただきました。通告書を読ませていただきます。教育委員会は「いじめ」

対策において重要な役割を担っている。しかし、大津の事件において「教育ム

ラ（教育関係者だけで構成される組織や機関）」による問題点が指摘された。

その中にあって、教育委員長は一般町民から選出された人材であり、保護者と

しての側面も持つ。その視点や考え方、取り組みは教育現場の透明性や信頼性

に大きな影響を与えると感じる。少し横道にそれますが、教育委員会制度意義

のところでいくつか意義がうたわれておりますが、その中に地域住民の意向の

反映というのがあり、教育は地域住民にとって身近で関心の高い行政分野であ

り、専門家だけが担うのではなく、広く地域住民の意向を踏まえて行われるこ

とが必要であると文科省が訴えております。教育委員会制度の特徴としていく

つかあるのですが、その中に住民による意志決定ということで、住民が専門的

な行政間で構成される事務局を指揮監督する仕組みにより、専門家の判断によ

らない広く地域住民の意向を反映した教育行政を実現するというのが、教育委

員会であると言っています。私たちが一般的に聞いている教育長は常勤一般職

の地方公務員でありますので、意志を決定する場においては事務局を統括する

立場であります。教育委員会の委員長という立場でお考えがこれからの教育委

員会の方向性としては重要になってくると考えますので、今回、質問させてい

ただきます。「いじめ」の問題に対して、教育委員長はどのように考えている
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のか。ご自由に発言していただきたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 教育委員長 
○ 教育委員長 廣野和男 ただ今の宮下議員の質問にお答えしたいと思いま

す。何分、初めてのことですので、議会の場でそぐわない言葉もしくは言い回

しがありましたら、ご容赦願いたいと思います。ただ今の宮下議員からのご質

問ですが、「いじめ」についてであります。これは私も教育委員会に拘わる前

から興味を示していたと言っては語弊がありますが、この言葉を耳にしたのは、

親になってからであると記憶しております。自分が子どもの頃を考えるとケン

カはたくさんありましたが、いじめられた又はいじめたという意識的なものは

一切ありません。また私たちが子どもの頃は別な見識になるのかと思います。

「いじめ」と言うのは、その言葉の前に「弱いもの」という言葉が付きます。

「弱いもの」のものは人を表すものではなく、生物の物として考えていただけ

れば分かりやすいと思いますが、例えば私たちが子どもの頃に親から言われた

のは、「弱いものいじめをするな。」ということで、人間同士ばかりではなく小

さな小動物、昆虫と自分より本当に弱いものをいじめるなという教えが、私た

ちの中には強烈に染みついております。ですからケンカはあっても「いじめ」

はなかったと言い切れるかは分かりませんが、少なくとも私の中にはありませ

ん。「いじめ」ですが、今、言ったように「弱いものいじめ」が適当であると

思って認識していますが、明らかにある分野で弱いものを恒常的にいじくると

いう意味合いを持つと思っております。これは実に陰湿で卑怯きわまりない許

し難い行為であることは、当たり前のことであります。なぜ起きるのかという

ことは、私の方ではっきりした正解は言えませんが、私も親ですから黙って見

ていて分かるのですが、子どもは生まれたときから個性、特性を持っていて、

これを発揮する幼児・児童・生徒です。生物の対応性からこれは大変良いこと

ですが、当然、子ども同士のぶつかり合いが起きます。これは今まで教育長も

色々なかたちでお話されたとおりであると思います。それを社会人の私たちが

見守ることが重要なことです。これは乳児・幼児・児童・生徒と全ての子ども

達という意味合いで捉えています。子どもの「いじめ」ですが、このサインは

する方、される方両者に必ずあります。このサインを見つけるのは家庭そして

学校現場であると思います。「いじめ」が発見されればその原因をはっきりさ

せる。子どもの衝突の原因となっているものは何かをはっきりさせることが重

要であり、これが「いじめ」解消の一番の要素になると思っています。ケンカ

を例にとりますと勝っている方が正義ではないし、一方的に負けている方が正

しいわけでもないと思っています。これは個々、個対グループと色々な形態が

ありますが、「いじめ」も同様、原因をはっきりさせて、家庭や学校、それ以

上の組織の中で対応することが大切であると思っています。教育長も言ってい
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ますが、本町の先生方には子ども達に十分な配慮をしていただいていますが、

ぜひ家庭でも真剣に取り組んでいただきたいと思いますし、学校教育の中で子

ども達を社会へ旅立たせる役割からも学問だけでなく心身ともに成長させる

ためにも学校・地域・家庭が三位一体となった教育をいただければと思ってい

ます。大津の事件についてですが、「教育ムラ」という言い方をされています

が、もしもマスコミ等の報道が事実とすればこれは「教育ムラ」と言うより「教

育関係者の対応のまずさ」が問題であると思います。「いじめ」というのは常

に起こりうるもので、これは月形も同じですが、起きたときの対応策をやる、

やらないでは考え方が全く違いますので、大津市の場合は関係者の対応のまず

さ、言わせていただければ持っている関係者の資質の問題かと思っています。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 今、教育委員長から「いじめ」についての考え方を忌

憚なく発言いただき、ありがとうございました。親としての視点あるいは地域

の一人として視点が十分、教育行政に生かされるように、教育委員会の中でで

きる活動を充実させていただければと感じました。今回の「いじめ」問題は大

津の事件から様々なところで検証や対策を練られていると思いますが、そのと

きに小さな落とし穴、これは「いじめ」ではないと勝手に決めつける、見落と

し、対策を怠ってしまう、一つは小さなことで何の気ない意識の中で行われる

こともあるかと思いますが、それらが総合的にチェック、対応されることによ

って解決できるかと思います。その意味で教育委員会は柱となりますので、教

育委員長はそのかたちの中で取り組んでいただければと感じました。もし何か

教育委員長から言葉があれば宜しくお願いいたします。 
○ 議長 笹木 英二 教育委員長 
○ 教育委員長 廣野和男 宮下議員の言わんとしていることは十分に分かっ

ているつもりです。教育委員会としてできること、家庭でできること、学校で

できることの三本柱という考え方で行きたいと思います。勿論、私たち教育委

員会としてできることは、忌憚なくやっていこうと前向きに考えておりますの

で、宜しくお願いいたします。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 了解しました。 
 
○ 議長 笹木 英二 暫時休憩いたします。   （午後 ２時１８分休憩） 
○ 議長 笹木 英二 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
                        （午後 ２時３０分再開） 
 
○ 議長 笹木 英二 順番５ 鳥潟真二君、発言願います。 
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○ 議員 鳥潟 真二 通告書の要旨に沿って伺いますけれども、午前中の金

子議員の質問事項、かなり私の質問内容と重複している部分があります。質問

内容の整理はしてみましたけれども、ご不備な点がありましたらご指摘いただ

きたいと思います。町長は２期目就任時に主たる公約として私の通告書には記

載しておりませんが、市町村合併・行政改革・経済の活性化・協働のまちづく

りを、政策執行における重点課題として上げられています。任期中の取り組み

更には実績については、詳しく金子議員の質問にご答弁されています。重複し

ますのでその点に対する答弁については、私の方から求めない。その点、議長、

よろしいでしょうか。 
○ 議長 笹木 英二 はい。 
○ 議長 笹木 英二 鳥潟真二君 
○ 議員 鳥潟 真二 重複する部分の答弁については、私の方からは求めな

いということで、ご理解いただきたいと思います。そこで質問に入りますけれ

ども、いよいよ２期目も任期残すところわずかなところまできております。振

り返ってこの４年間を午前中に答弁された取り組み、実績を踏まえたところで

総体的に４年間を振り返ってご自身どのように総括されているのか、評価とい

うような言葉で表現させていただきましたけれども、それでは答弁しづらいと

思いますので、総じて４年間を振り返って今、どのような思いでいるのか、お

伺いしたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 答弁させていただきます。午前中の金子議員の答弁で

いわゆる市町村合併の問題、広域連携の問題、協働の問題それぞれ私の思いに

ついては、述べさせていただいたところでありますが、４年間を振り返っての

自己評価、採点というのは、なかなか厳しいものですし、そういう表現でした

いと思っておりません。最後の部分で協働のまちづくりについてですが、少し

足りない部分も含めて言わせてもらいますと、協働のまちづくりがいわゆる役

場と町民の間だけに協働のまちづくりがあると、私もそのような意味合いで捉

えていた部分がありました。私たちの町は刑務所や福祉施設もある状況で、そ

ことの連携は極めて重要な行政としてのファクターになってくると痛感して

いたところでありました。前月形学園長が今年度の新年交礼会で「月形町は全

国一、矯正施設としっかり手を結んでやっている町ですね。」と表現してくだ

さいました。私にとって大変嬉しいことでもあり、私が町長、就任以降、矯正

施設の幹部職員歓送迎会を初めていたところでもありますし、それが一つのき

っかけになっていると感じております。一昨日の矯正展で月形刑務所所長が

「歓迎会で会った月形町役場幹部の皆さんが私にしっかり声を掛けてくださ

いました。」と表現しております。まさしく今までにない状況で刑務所幹部の
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皆さんと月形町職員だけでなく、議員の皆様が人事というところでの交流が始

まっていることが嬉しく思っていたところであります。月形刑務所の収容者の

救急があったときに町立病院に電話があり、いわゆる「患者をどこから入れた

らいいでしょうか。」ということがあり、町立病院としては「どうぞ、正面か

らお入り下さい。」と言ったということで、全国的にはそのような流れではな

いというのが実態であります。これは聞いたお話ですが、刑務所職員の子ども

であると分かったら「いじめ」対象になったというのが、府県における刑務所

に対する町民・市民の思いだったと聞かせてもらったことがあります。まさし

く私どもの町はそういう意味では違うと思っているところです。先ほど消防団

のお話もさせていただきましたが、消防団の団員になっていく人たちが福祉施

設をはじめとした事業所の皆さんからの理解で消防団員の派遣をしてくださ

っているということで、これらも福祉施設と行政・町民が一体的になった取り

組みが進んでいると感じているところでもあります。私が町長就任時における

職員親睦会においては、友朋祭、雪の聖母園祭については、寄附金で終わりだ

ったということがありました。私は一般町民がボランティアで園祭参加をして

いるときに職員も参加するべきである。そのことが協働のまちづくりの基本で

はないかと発言させていただき、その後、職員が２つのグループに分かれて友

朋祭、雪の聖母園祭に参加することで、それぞれの園祭が盛り上がり、ボラン

ティア活動をする中でそれぞれ園の幹部の皆さんから感謝いただくことがあ

ったのも事実であります。今年の夏まつりで留萌市から来ている方で蒸気機関

車のミニＳＬを十数年に渡って私どもの町で子どもを乗せて参加していただ

いている方がおられますが、この方が言っていたことは「私は要請を受けて

色々な市町村に行きますが、市・町職員がこれほど夏まつりに参加して市民・

町民がボランティア参加している町は月形以外にないのではないか。しかも私

が行ってかたづけるときに誰も手伝ってくれなくて、３時間掛かって撤収した

ことがあります。」と言っておられました。月形町では１５分で終わるのです。

職員、町民の皆さんがボランティア参加して一斉に片づけすることが、この夏

まつりの雰囲気そのものがまつりに来てくれる多くの市民・町民の皆様が「つ

きがた夏まつりはあったかいね。」という雰囲気で帰っていくということを聞

きます。まさしく参加する人たちの思いがそういうものを形成していくと思っ

ています。そういうものがまちづくりの基本としてこの８年間で必死に作って

きたつもりですし、そのことが少しずつでてきているのが、現実ではないかと

考えているところでもあります。 
○ 議長 笹木 英二 鳥潟真二君 
○ 議員 鳥潟 真二 今の答弁でイベントについては、私も過去にスタッフ

として関わりを持たせていただきました。自分でお作りになったＳＬを月形ま



 35 

で運んできていただいて、勿論、スタッフが送り迎えということがありました

が、本当に熱心に協力いただいているという姿も見ていますし確認しておりま

す。そういう方から評価、言葉を掛けていただいていることは、町民の一人と

して大変、嬉しいし誇りに思います。加えて各施設に町職員の皆さんがつい先

日ですと友朋祭、今週は雪の聖母園祭もおそらく出張って色々なお手伝いをさ

れる姿もここ数年見ております。それもすばらしいことである。町長が声を掛

けただけで簡単にそうはならないだろう、おそらく自ら何かそれに近いことを

されている姿を見せてそれで今のかたちに段々なってきているのかなと思い

ます。刑務所の元所長が言われた「月形の町はすでにみんなでがんばっている

でしょう。」まさに協働のまちづくりのところで言ったら、同感です。色々な

場面でそのような言葉では表現されていないかもしれないけれども、しっかり

実践されていると思います。ただ財政と一緒でゴールというのはないですから、

これからもみんなで色々、工夫して知恵を出し合って続けていくことが大切で

あると思います。自己評価をすれといってもこれは大変、難しいことであると

理解します。私はこれからの月形町のまちづくりに色々な課題はあると思いま

すが、少なからず多少なりとも希望を持って取り組むための基礎づくりを、町

長はこの８年間で十分にされたと思います。とりわけ色々なところで使われて

いる「身の丈に合った町財政」を念頭に取り組まれてきた財政改革は、今だか

ら言えるけれども、大変なことであると思います。実際に今のかたちがあると

ころに関しては、私ばかりでなくたくさんの人が高く評価しているのではない

かと思います。勿論、この裏には多くの町民の皆さんの理解、協力、支えがな

ければできないことで、これについて折に触れ、色々なところでお話されてい

ますが、ただ何かをする痛みを伴う政策を執行するときには、大変、強い意志

と決断が伴わなければ実施されないと思います。そんな意味でも櫻庭町長はし

っかりリーダーシップを発揮されてきていると思うし、高い評価に値すると考

えます。次の質問ですが、その中で経済の活性化について、とりわけ地域産業

の振興については、金子議員の質問に対する答弁でも残念ながら課題もある。

そこを今一度、町長の見解を伺いたい。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 午前中の質問の答弁でも答えましたけれども、うちの

町の商工業ですが、一つには商工業の皆さんの部分ですが、開発予算の削減、

道予算の削減という中では、削減幅は極めて厳しい状況でありました。私たち

の町に合った王手と言われる三社については、廃業もしくは合併吸収というか

たちで町から名前がなくなったわけでもあります。これらのことを含めてこれ

ら全部を月形町の工事発注でできるかというと、できないだろうと思っており

ます。商業についても楠議員の質問でもあったように大きな流れの中で大店法
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その他で岩見沢市、江別市においても、郊外型のいわゆる店舗で今まで中心市

街地だった所が全部、厳しい状況になってくる、これが基本的な状況であろう

と考えております。私たちの町にある独特の特産と言われるものについては、

しっかり札幌から旭川の帰り道に寄って買ってくれる状況を考え合わせたと

きには、そういう物を作っていくことを考えなければならないと思っておりま

す。その一つが先ほども申し上げましたとおり納豆についてであり、これは月

形刑務所の中できちんと事業がなされたところです。友朋の丘のパンについて

も美唄駐屯地との関係で理解いただいて月１回の使用を認めてもらうという

ようなことで進んでいるところでもあります。そういう中で基盤とするべき農

業、月形町で営んでいる商工業ではない部分、刑務所の皆さん、福祉の皆さん

の理解の中で、月形の商工業をしっかり支えていくという風土を今後も作って

行かなければならないし、それを地道にやっていくこと以外に現在の状況を奇

跡的に改良できることはないだろうと考えているところでもありますが、今後、

経済の振興ということも極めて厳しいテーマですが、まじめにしっかり取り組

んで行きたいと考えております。 
○ 議長 笹木 英二 鳥潟真二君 
○ 議員 鳥潟 真二 関連した質問になるかと思いますけれども、基幹産業

の農業に対する支援、よく表現されている言葉では安定した経営があっての強

い農業に対する支援、この部分についても短期でどうこうできるものでないこ

とは、十分に理解しております。これは今もこれからもうちの町にとって続く

大きなテーマであると考えております。地域産業で考えると乱暴な表現かもし

れませんが体の大きさから言ったら難しいとは言っても、みんなで力を合わせ

て協働で夢を持って次のまちづくりに向かうといったなら、これは避けて通れ

ないことであると思います。そこで先のことになりますが月形大橋がいよいよ

開通、供用開始されます。そして正式名称は勉強不足で理解していませんが頭

首工橋も前後しておそらく開通、南耕地の歩道改良を進めていますから一定の

準備はしていると思いますが、これはうちの町にとって大きな希望の持てる事

業展開が身近なところで行われているのではないかと考えております。正直言

ってじゃあ何かおまえの考え、思いと言われたときに、今の時点では皆さんに

分かり易く表現できるようなものはありませんけれども、非常に大きなチャン

スである。もう一点ですが、町長が力を入れている月形町の歴史ですが、これ

についても樺戸博物館をリニューアルして一定の見学者が今年については数

字が少し上がっていると聞いております。私も見学させていただきましたけれ

ども、個人的には歴史については勉強不足な人間ですから、細かい評価は控え

させていただきますが、詳しい方、特に先日、九州からいらした方々からする

と、博物館に納めてある資料等々のボリュームについては、非常に驚く部分の
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多いすばらしい物が揃っている、そこでお叱りに近いことを言われたのですが

「このままじゃいけないですよ。もっと広く全国に発進するべきですよ。それ

ほどの内容じゃないか。私たちは色々、研究している人間ですが、そう思う。

おそらくそのことに強く拘わって築かれているのは、櫻庭町長だけなんですか

ね。」という非常に厳しい言葉をぶつけられました。私が言いたいのはそうい

ったことで今ある皆楽公園の展開、今年は追い風があってトマトジュースの販

売も随分、調子よくいっているということもありますけれども、そういうもの

一つずつつなげてみたときに、果たして今まで自分も含めて行政も本当に力一

杯そういったものの売り込みや前に向いて進めることに、真剣に取り組んでき

たのだろうか。決してやっていないとは言いませんが、ただあまりにも小さな

ところスタッフの少ないところでたくさんあったから、ひょっとすると見落と

しているところもあるのかなということで、大きく言えば間近に迫っている月

形大橋、頭首工が開通したときに、大きなチャンスがくることはすぐです。確

かに町長の任期としては１０月そこそこまでしかありませんけれども、準備期

間は当然、必要で、今からそのようなことを意識してみんなで共有しながら乗

り遅れないように準備が必要であると思っております。それについて見解をお

伺いします。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 農業の関係を忘れておりました。今冬の豪雪で被害に

あったビニールハウスについては６億円を超える対策をいたしました。実は昨

年暮れに生産組合の懇談会で、皆様と今後、何をしたら各生産組合の生産物を

より有為なかたちで市場を含めた販売ができるのかという話し合いをやって

おりました。それらの要望がすぐできるものではないけれどということで、今

後、検討しますと言っていた矢先の今冬の豪雪でしたので、これについては、

頓挫している状況にあります。もしこの後の私の任期があるとするならば、生

産組合としっかり応対しながらやっていきたいと考えているところでもあり

ます。大橋が完成するということは、２５年月形大橋、２７年頭首工大橋がで

きるということでは、極めて岩見沢を含めた千歳までの距離も総合的には近く

なってくる状況になるかと思います。まさしく博物館のお話を今ほどしており

ましたが、九州から来てくれた人が私に言ったのが「この博物館の内容、ポテ

ンシャルは、佐賀県の吉野ヶ里遺跡に匹敵する。それだけのものがあるにも拘

わらず、町長はちゃんとメディアを含めた宣伝をしているのでしょうか。」と

いうことでした。私たちとしては道内の放送局が何社か来てくれて放送してく

れることで一気に入館者が増えるという状況、リニューアルということでは道

内紙が取り上げてくれることで、９月４日に対前年の入館者数を超える状況に

あります。うちの町の博物館をしっかりもう一度、全国的な意味を含めたＰＲ
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をしていくことは、正直、うちの町の観光を含めた活性化の一番の起爆剤には

なると予感しているところです。今後、努力していきたいと思っているところ

ですが、博物館に対する一番の思いは、月形町の持っている歴史が北海道開拓

の礎基であり、それに対して町民の皆さんが月形に住んでいることに誇りを持

ってもらうことが重要で、今まで取り組んできたところでもあります。入館者

のアンケート調査でも「こんなにすばらしい施設、資料が揃っているのは、私

は知りませんでした。もっとＰＲすべき。」とアンケートを書いてくれた多く

の皆さんからの意見にもありますから、これをしっかり今後についてチャンス

があるなら取り組んでいきたいと考えております。 
○ 議長 笹木 英二 鳥潟真二君 
○ 議員 鳥潟 真二 最後の質問になるかと思いますけれども、端的にお答

えいただきたいと思います。３期目に向け再度、立起を決意するに至った思い

について、お伺いしたい。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 私としては、広域連携としてゴミの焼却施設について、

岩見沢を含めたこと。し尿処理については石狩川流域の利用組合加入とやり残

したことがありました。それらを含めて３期目というのは私にとって終体制と

してやっていきたいという思いで立起したところであります。 
○ 議長 笹木 英二 鳥潟真二君 
○ 議員 鳥潟 真二 ３回において質問させていただき、誠実にお答えいた

だきまして、ありがとうございます。最後になりますが、大願、成就された暁

には２期８年の経験を大いに発揮されて、これからの月形のまちづくりに力一

杯取り組んでいただきたいと考えております。立場は違いますが私も先ほど何

点か上げさせていただきました。決してマイナスばかりでなくて希望のあるこ

とも月形町の取り巻きの中にあることを信じて、対話を基本にこれから夢のあ

る月形町のまちづくりを一緒にできたら、期待しております。 
 
○ 議長 笹木 英二 以上で一般質問を終わります。本日の日程は全て終了

いたしました。本日はこれをもって散会いたします。 
   （午後 ２時５５分散会） 

 


