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○ 議長 笹木 英二 ただ今の出席議員は１０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。 
  ６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 127 条の規定により議長において   
宮 元 哲 夫 君 
楠   順 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発言を許します。 
○ 議長 笹木 英二 順番１ 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。最初の質問は超高齢社

会における広報広聴のあり方についてです。広報広聴つまり広報は行政で行っ

ていることと、これから行うことを町民に伝えること。広聴は町民の要望や不

満、考えを聞いていくことです。広報広聴は自治体行政の基本に当たります。

広報広聴は広く町民に開かれていることが大前提で、そのため町民の実態にあ

わせて広報広聴の場を整えて行くことが求められていると言えます。さて月形

町の人口構成をみると平成２５年８月３１日現在人口は３７４９人です。この

うち高齢者の基準となる６５歳以上の人口は１３３９人全体の３５．７パーセ

ントに達していて、超高齢社会と言えます。これまでの人口推移をみると１０

年ほど前から高齢者人口が３０パーセントを超え、割合はゆっくりと上昇して

きました。特にこの１、２年は団塊世代が６５歳を超えたことで割合が高まっ

てきており、これからしばらくの間、上昇傾向が続くと思われます。超高齢社

会では必然的に高齢者を対象とした施策が増え、重要度も増してくる。実際に

は既に増していると言えますが、高齢者自身にとって行政は関心の高いもので

す。行政の支援を受ける場面が身近にあり、行政の施策によって生活が左右さ

れる立場であることはもとより、子や孫の世代についても思慮深く、その面で

も関心が高まっております。これら施策の対象となる高齢者の生の声は非常に

重要であると感じていますが、現在、行政はこの声を充分に聞いているのか疑

問があります。また行政全般に関心の高い高齢者に対して充分な情報を発信し
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ているのかについても、疑問が持たれます。今の広報広聴体制は地域あるいは

団体や組織を強く意識して行われていると感じています。一般的な広報広聴の

場である行政区代表者会議は、行政区という地域組織の代表者を対象にしてい

ますし、町政懇談会がありますが、これは町民と町理事者が直接、対話できる

場で、もっとも町民に開かれるべきものですが、行政区という枠組みが最優先

しているのではないか。この数年は開催場所も回数も集約されて、開催時間も

昨年は夜のみになっていました。これら町政懇談会において参加者が少ないこ

と、参加者も行政区の役員等が中心であることをみても課題があるのではない

か、そのことは今までも色々な場面で訴えてきていますので、共通の認識であ

ると思います。以上、現状における広報広聴のあり方の課題と問題点を挙げさ

せていただきましたが、超高齢社会に合わせた広報広聴体制を今後どのように

構築していくのか、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。広報を取り巻く環境は、

ここ１０年ほどの間に大きく変貌していると思います。１つはインターネット

登場による広報メディア環境の進化でもあります。ウェブサイトを中心とした

新しいコミュニケーション手段の普及と日進月歩で進む技術革新により、広報

メディアの多様化、多機能化が進展しております。国や自治体をはじめとする

公的機関の状況も変化し、地方分権という国と地方自治体とのシステム改革の

必要が生じ、地域の特性を生かした独自のまちづくりが望まれるようになり、

町民のニーズも物の豊かさから心の豊かさに変わり、行政が町民満足で評価さ

れるようになったところでもあります。これらのことから政策・施策を立案す

る上で、最も重要な要素は民意の反映になり、これからは町民と行政が対等な

立場で共に考え協働してまちづくりに取り組む時代となりました。取り組みに

不可欠になってくるのが、町民と行政のコミュニケーションを図り行政が情報

提供して、町民からニーズを明確に示してもらうことが大切であると思ってお

ります。従ってこれからは広報広聴活動が行政で重要な仕事になってくるので

はないかと思っております。限られた財政状況の中でいかに効率的・効果的に

広報を展開していくか、考えて行かなければなりません。ご質問のとおり町民

の年齢構成も年々、変化し、６５歳以上の住民が３分の１となっている現状で、

まさしく高齢化社会に突入しているところであり、それぞれの分野において高

齢化社会に対応するための様々な施策が展開しております。現在の広報体制で

ありますが、広報紙発行事業としては、広報 花の里つきがたを月１回発行、

その間におしらせ号として月１回発行している状況であります。情報化推進と

して光ファイバー網の整備によるＩＰ告知端末機を設置し、緊急放送や災害情

報・行政情報などを画面と音声で発信し、情報提供に努めているところであり
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ます。また、町のホームページでは町内外にインターネット上で情報発信して

おります。広聴体制としては、地域住民と直接対話してまちづくり懇談会を例

年開催しているところであります。また、町民主体に組織した未来を考える委

員会等からの意見広聴を行っております。以上、本町の広報広聴の取り組みに

ついて行っているものですが、質問の高齢社会の実態に合わせた広報広聴体制

を取っているのか疑問であるとのことですが、広報広聴体制の構築として現在、

現状に適したもので取り組んでいるところであります。今後における取り組み

広報としては、広報 花の里つきがた・おしらせ号につきましては、内容とし

ては花の里つきがた毎月５日発行、平均ページ数１８ページ、おしらせ号毎月

２０日発行、平均４ページ、掛かる費用は合わせて平成２４年度においては１

９５万円、全世帯に配付しているところであります。高齢者対策として紙媒体

での広報効果は、高齢者に限らず最良なものであると考えているところであり

ます。現在、町内各団体や機関から多くの広報が発行されていますし、民間各

社新聞紙でも主要記事や表示方法については、特に超高齢者に配慮した編集で

あるとはあまり感じられません。高齢化社会に対する部分では特に話題とされ

ないような感じを受けております。これが今の社会の現状ではないかと思いま

すが、高齢化対応として広報紙で考えられるのは、これからは広報紙を発行す

る上で基本的なことではありますが、読みやすく分かりやすい広報紙とするこ

とであります。広報紙の目的は行政が読者である町民に正確に分かりやすく情

報を伝えて理解してもらうことであり、広報紙は読者に情報を正しく伝える目

的で書かれるものであります。情報を正しく伝えるには文章表現は分かりやす

く、文書表記は読みやすいものでなければなりません。また、多くの読者には

広報紙を開いたとき紙面の印象を直感的・感覚的に捉え、本文を読み始めます。

そこに読者を引きつける魅力があれば、読者に読んでもらう工夫としてのデザ

イン・レイアウトも重要な１つと考えているところであります。また、ＩＰ端

末機による新たな広報でありますが、ＩＰ端末機は読む・聞く・話すことがで

きます。現在、雁里地域を除く全地域に設置して、お悔やみの情報や気象に関

する警報、その他各課のお知らせなど行政情報の提供に利用しており、住民へ

伝える情報がタイムリーに行われております。特に災害時の告知と安否確認の

両方が実現可能となり、もう一つの目的である行政情報の伝達や地域内でのコ

ミュニティ利用を主体に使用することにより、地域コミュニティの創設に役立

つものと考えております。このような中で高齢者に対応するためには、器機の

性能を生かし、画面・音声との使い分けも必要であると思います。また、ＩＰ

端末機と広報紙の役割分担としてＩＰ端末機によるデジタル媒体による情報

提供は、双方向の利用が可能であり情報量も多く瞬時に情報提供できることが

メリットですが、高齢者にとって端末機の操作などの指導が必要な部分もあり、
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情報提供と受け入れる側の操作によって情報をうまく受け取れないこともあ

ると考えております。また、ホームページについてですが、インターネットの

普及によりあらゆる人たちがホームページ等から情報を入手することができ

る時代になりました。更に利便性の向上の一環として若年層・中年層に対して

は、携帯電話からの利用も可能で、出先などでも町の情報を入手できるなど利

用者のニーズに合わせ充実を図るように努めています。また、近年はＥメール

による情報交換が盛んになっており、パブリックコメントとして意見募集など

にも有効に利用されるものであります。高齢者層に対しては、広報紙・ＩＰ端

末機等より密接に連携を図りながら高齢者でも興味を持ってかつ探しやすい

よう、また、各分野からのホームページ内容を充実させていく必要があると言

えます。ホームページの内容は各課担当職員が作成しておりますが、課によっ

て情報更新頻度がまちまちとなっていることもあり、また新たにアップしても

目立たないこともありますので、今一度、作成する側、職員の認識や利用者、

利用環境による格差がないように改善に努めてまいりたいと思っております。

広聴についてですが、現在、自治体は地方分権化に伴い地方の独自性を持たせ

た地域づくりが要求されております。しかも従来のような行政主体ではなく住

民主体の地域づくりであります。そのためには広く住民から行政に対する意見

や要望などを聞き取り、それを施策に反映させなければなりません。つまり広

聴活動です。広聴は住民から聴衆した意見や要望などを行政施策に反映させる

もので、同時にそのことにより行政と住民とのコミュニケーションを円滑化さ

せるものです。つまり行政の広聴は行政施策への反映、町民とのコミュニケー

ションの２つの視点に分類されるのではないでしょうか。広聴活動の円滑化は

町民と町の信頼関係により町民の協力があってこそ成り立ちます。従って町民

の協力は行政が行う広聴活動に対して信頼しているかどうかにかかっている

と思います。私たちの意見はどのように扱われたのか、活用されたのか、無視

されたのか、情報提供者によって気になることへの誠意や対応により信頼が深

まると思います。それらのことから広聴活動としてまちづくり懇談会を過去か

ら開催しているものですが、多くの住民参加となっていないのが現状でありま

す。過去において平成１５年の合併問題に掛かる懇談会では、４７５名集まっ

た経過がありますが、例年は多くて１５０名少ない時は１００名を割る程度に

なっております。従って開催地域では平均１０名前後の参加となっております。

この数が多い・少ないは別として、開催地については過去最大１９行政区を対

象としていましたが、実際は１０箇所程度の開催となっております。平成１７

年度からは地域担当職員が地域の意向を踏まえ開催日時を調整しております。

これらのことから過去から町政懇談会や区長会議の場では町民からの意見を

いただき、より多くの町民が参加できるよう開催方法などについて改善してい
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るもので、その結果が現在のかたちとなっているものです。別の視点で考える

と地域住民の認識として地域にとって大きな問題・課題が少ないと感じ、懇談

会自体に関心が薄いと言えるのではないでしょうか。町では懇談会において

常々、地域の要望に応えるため意見を求めているのですが、基本的に新年度予

算策定時期前までに終了させるものとして、まずご案内させていただいており

ます。あくまで予定しているもので各行政区の代表者には事前に意向を伺い、

決定されているものであります。昨年度においては、北農場第２行政区の意向

により希望日で開催した経過がございました。従って行政側の都合で集約して

いることではないことをご理解していただきたいと思います。また、行政区単

位に限らず地域の要望があれば場所・時間については、柔軟に対応するスタン

スでありますが、行政側も私をはじめ担当者の用務や行事等により希望とおり

にいかないことがありますので、調整させていただく場合もあります。ただし、

懇談会というより単なる陳情会的なことになる場合も想定され、その対応につ

いては、即答・即応できない場合もあります。あくまでも懇談会という場での

コミュニケーションを図り、地域住民が地域の課題などの解決に積極的に関わ

ることが大切であると考えているところであります。平成２２年度より町の現

状、地域課題を認識し、未来に向けみんなががんばれる町を目指すため、町民

と行政が話し合う場として月形町未来を考える委員会を設置しました。現在、

総合振興計画に基づいた協議を行い、様々な意見等をいただいていることも広

聴活動であると考えます。地域担当員制度においても職員が各行政区の活動に

参加して意見を聞き、住民と一緒に身近な問題解決に当たることも目的として

います。これらも広聴活動として一躍を担っているので、超高齢社会を意識し

た活動となるよう心掛けて行かなければならないと考えております。以上のこ

とからまとめとして広報紙は老若男女問わず様々な世代の方が読むもので、安

さ・分かり易さ、何を知ってもらうかということを正確に伝えることが必要で

す。行政と町民が共通の問題意識を持つために情報の共有化は重要であります。

ＩＰ端末機の活用では、特に高齢者を意識した内容の充実を図ってまいりたい

と考えております。また、ホームページにつきましても充実し、使いやすくす

ることで町民と行政の互いの情報提供の場を増やすことが必要であると考え

ております。広聴の目的は住民の声を行政施策に反映させることにあり、その

ためできるだけ多くの人から幅広い意見や提言を聴取することが重要です。懇

談会の対象は行政区単位が主となっていますが、職場単位・老人クラブなどの

団体単位などと範囲を広げて行うことにより、町民の実態に合わせた超高齢社

会に対応できるものであると考えているところであります。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 今、町長から広報広聴全般にかかわるきめ細やかな答
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弁がありました。広報については概ね今、言われた広報紙やＩＰ端末機・ホー

ムページなどある程度カバーできているし、それなりに伝わっている部分があ

ると感じていますので、それについて検討されているとおり今後、一層、深め

ていただきたいと思います。問題は広聴についてですが、最初の質問時に問題

提起として今、広聴体制が地域あるいは団体組織を強く意識してそれに片寄っ

ているのではないかと申しました。先ほど町長からの説明で行政区のまちづく

り懇談会は、行政区単位で行政区からの要望でそのようになっている。それか

ら未来を考える委員会においても、団体としての意見聴衆です。その中に一般

公募も求めましたが、現実的には委員の中に一般自由参加は１名だけです。そ

のようなかたちで町民に広く根ざした広聴体制が必要ではないか。これは私が

普段議員活動をしている中で高齢者の方々から色々な場面でお聞きする機会

があって、町と直接お話する機会がない。私たちのニーズをぜひ伝えたいある

いは町の施策を直接、聞きたいけれどそういう場がないというご意見をたくさ

んいただいていますので、今回の一般質問になりました。より広い団体を意識

しないもっと町民とフランクに話せるような広聴スタイルができないかとい

うことで、今現在、町でやられていることは町長から説明がありましたし、団

体を中心に行っているということだったので、団体で行うのであればもう少し

工夫が必要ではないかと思い、いくつか高齢者に配慮した提案をさせていただ

きたいのですが、そこの部分について次のところで答弁いただきたいと思いま

す。高齢者の皆さんは移動の足がないことあるいは夜間の移動が難しいという

ことで、身近な場所での開催を望んでいるあるいは昼間の開催を求めています。

現状の行政区単位のまちづくり懇談会は、昨年度でいうと５箇所でしか開催さ

れていませんし全て夜でした。５箇所というと多目的研修センターで行ったと

きは市南行政区や昭栄、知来乙など南地区全般含めて１箇所ですので、もう少

し細かい単位の町内会などあるいはもう少し行政区で区切ってやることもで

きるのではないかと考えます。それから女性に配慮した体制づくりということ

で、先ほどの人口比の話に戻りますが、平成２５年８月３１日現在人口３７４

９名そのうち男性１８８３名、女性１８６６名、人口全体では男性が１７名多

い状況です。それに対して６５歳以上ですと総人口１３３９名のうち男性５５

６名、女性７８３名で女性が１２７名多いという現実です。そういう意味で高

齢者に配慮するということはすなわちその中にいる女性がより参加しやすい

体制づくりが必要である。女性に配慮すると考えた場合、女性は今でも色々な

サークル活動や福祉系・教育系の催しに積極的に参加されている方が多いので、

例えばそういうサークルや様々な催しを活用して、広聴の機会に生かすことも

できるのではないか。あるいは文書を配付して呼び掛けるのではなく口コミ効

果が大きいので、きめ細かな声かけをしながら参加人数を集めることも重要で
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あると考えます。もっと重要なことでいうと今まちづくり懇談会は町長以下管

理職全員が出席する大規模なかたちで行政が出席するかたちを取っています

が、実際に皆さんに聞いてみるとその場ですぐに答えを求めるのではなく、行

政が今どのようなことをしてどんな考え方なのかあるいは自分たちがどのよ

うなニーズを持っているのかということを伝えたいと言っているので、町理事

者プラス事務方のような小さな体制でフレキシブルに動ける場で回数を多く

していただきたい。町民と対話するという本来の目的を達成するようなかたち

にしていただけないかということも聞いています。これらの点について、町民

の要望も含めて発言させていただきましたが、町長はこれらを聞いた上で今後

の展開をどのように考えているか、お聞かせください。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 広報ついては、ご同意いただき嬉しく思っております。

広聴についてですが、高齢者だけでなくいわゆる女性もたくさんいるからとい

うことで、老人だけではなく女性を含めてもっと回数を増やしてはどうかとい

う提案であると思います。先ほども申し上げたとおり今までの行政区を中心と

した流れは、三役そして課長全員が出席するというかたちで進めていたのが事

実ですが、これらの体制を全部、維持しながらきめ細やかな部分で呼ばれたと

ころに全部、行くということは極めて不可能に近いと感じていますので、私を

含めた三役もしくは事務局程度でもよろしいということであれば、そういう対

応も今後は考えていきます。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 今、考えていきますということだったのですが、広聴

については、基本的に町民側から物を言うというより行政側が広く皆さんの意

見をお伺いするという、どちらかと言えば施策に生かすために皆さん声を寄せ

てくださいというかたちが本来のかたちではないかと思います。ですから様々

なかたちで声を拾うためには、それを検討していきますというよりもっと具体

的なかたちで、実際に今年度のまちづくり懇談会の時期あるいはそれ以前から

様々な施策や催しなどを含めて、積極的に取り組んでいくなど具体的で見通し

の付くような見解をお聞かせいただきたいのですが、それについて答弁いただ

きたいのが１点。それから先ほど女性が多いということで言いましたが、女性

全体に対しての配慮も必要であると思いますが、高齢者の部分に限って言うと

特に高齢者の方々は女性が多い現実がありますので、高齢者に配慮するという

ことは女性に配慮することになるということです。それとは別に多様な視点が

必要であるということですから、高齢者だけに限らないでフレキシブルな広聴

の場を持つということであれば、世代別あるいは職業別・性別・思考別など様々

な切り口で、ある程度それが定着するまでは様々な仕掛けを行政側が取って行
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かなければならない。今までの広聴体制からいうと行政区担当の職員と行政区

で話し合いをして町にいつがいいと申し出たことに関してまちづくり懇談会

を開いてというかたちをとっていますが、今、参加者が少ないという現実を踏

まえた場合は行政側からもし参加者が本当に少ないかもしれないけれど、ある

程度、広い間口の中でそういう場を作っていくということも重要ではないかと

考えていますが、その２点について答弁いただきたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 最初の点についてですが、具体的な見解がほしいとい

うことですが、先ほど申し上げましたとおり超高齢社会に対応できるものとし

てやっていきますという答弁をしているところでもあります。具体的というの

は日時を含めたということであれば、これからのことですし、まずは区長にお

話をしながらそういうニーズが区長ではなくご婦人や高齢者の皆さんがニー

ズとしてあるかどうかを行政区の中にも下ろしてもらい、行政側としてもＩＰ

その他を利用しながら集会・集約についてしていきたいと考えております。も

う１点、行政側から仕掛けが必要ではないかということですが、これは行政側

からの仕掛けということで、申し上げましたとおりＩＰ端末機や広報紙を使う、

行政区長にも相談申し上げる状況で仕掛けていきますということであります。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 今、この質問でずっと言っていることは、今ある団体

や組織に頼らないで、別の観点から広聴が必要ではないかということを言って

いるのです。今、町長の答弁でそういうニーズがあるか区長にお話した上で行

政区で拾い上げてほしいということを言っていましたが、それだと今までの行

政区単位のまちづくり懇談会から発展しないのではないか。今までの行政区単

位のまちづくり懇談会をして人数が集まらないから違う方法で、先ほどいくつ

か提案させていただきましたが、すでにある各課が担当している催しなどで広

聴の場を設ける、実際にサークルに出向いていくなど別の切り口が必要ではな

いかということで提案させていただいているので、行政区に下ろしてというこ

とではなく、違うやり方を実際にやっていただけるのかということが、答弁し

ていただきたいことなので、そこをお願いします。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 今の質問ではっきり分かりました。色々な場面で行政

が出向いた中で会議や催しがあるときに広聴として私を含めた何名かが行っ

て意見を聞けということですから、それを希望される方については、そのよう

にやりたいと思っています。もう１つ、行政区長会議に相談することとは別と

して、ＩＰ端末機を通しながらそれぞれ希望を募るということで、それについ

てはもっと広範囲の状況での希望を募るということで、答弁したつもりであり
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ました。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 多様性な時代ですので、ぜひ取り組みをお願いします。

そして一般的に１１月にまちづくり懇談会が開かれるのですが、そのあたりか

ら改善が見られれば今回、質問したかいがあり、私に意見を寄せてくれた高齢

者のニーズも伝えられたと思いますので、宜しくお願いします。では２点目に

移ります。少子化時代における教育の取り組みについて質問いたします。少子

化は社会全体の問題で、どこの自治体でも子どもの数の減少は教育現場に影響

しており、大きな課題になっていることは皆さんご承知のとおりと思います。

月形町における少子化の現状ですが、少子化は以前から少しずつ進行しており、

出生数でみると約２０年前は１学年４０人程度だったのですが、その後急激に

減り続け１０年ぐらい前は２０人を下回る年が続きました。しかし国の施策や

様々な状況が変わったかもしれませんが、現在は２０人前後とほぼ安定的に推

移しています。少子化つまり子どもが減るということは、社会全体としては教

育の環境変化につながっていますが、家庭においては子どもに目が行き届く。

少ない子どもを大事に育てる機運が高まって、子どもへの期待が高まり、引い

ては教育への期待も非常に大きく高まっていると感じています。この中で少子

化対応として月形町では学校統廃合をして対応してきました。特にこの１０年

間の変化が激しく、複数あった小学校は１校になり、中学校も１つになりまし

たけれども、２クラスあったものが常時１クラスになっています。教育環境と

いう器としての整備は行き着くところまで行き着き完遂したと考えています。

この状況で次は様々な取り組みにより少子化を妨げられることを逆手にとっ

て月形町の特色ある教育をすることが重要であると考えます。少子化の対応策

を示すことは、これからの月形町の教育をどうするのかということ、将来に向

けた方向性を示すことにつながっていきます。しかしながら教育現場学校教

育・社会教育を含めますが、体制や取り組みは１０年前、１０年間それほど変

化がないと感じています。また、色々な場面で例えば金曜日に示された平成２

４年度教育委員会評価報告書などに対する説明あるいは毎年の執行方針など

を聞いても、中長期的な方向性あるいは戦略的なものが、私はうまくつかむこ

とができていません。そういう意味で今回この質問をさせていただくに当たっ

て、月形町教育委員会が独自に少子化に対する課題を見つけて取り組んでいく

ことを、この質問を通しながら町民皆さんに示していただいた上で、皆さんの

将来展望につなげて行けたらと考えています。そこで質問させていただきます。

少子化時代における教育をどのようにしていくのか。教育委員会としての計画、

あるいは見解をお伺いいたします。 
○ 議長 笹木 英二 教育長 



 10 

○ 教育長 松山  徹 お答えさせていただきます。はじめに学校教育にお

ける特色について説明させていただきますが、何か目立ったアドバルーン的な

ことをやることが特色ではないと思っています。まずは当たり前のことを当た

り前に行えるということが一番大切であると思っています。例えば落ち着いた

中で教育活動が進められる。非行問題が少ない。道徳教育の国の指定が受けら

れ研究が深められる普通の状態で普通に教育が進むことが一番の特色である

と教育の世界では捉えております。次に学校教育における魅力ある教育につい

て説明させていただきますが、学校教育における魅力ある教育について、その

行き着くところは、子どもたちの調和の取れた育成を目指し生きる力を育むこ

とであって、そのためには学習内容の基礎・基本をはじめとする確かな学力・

思いやりの心や他を尊重する心・規範意識などの豊かな人間性・自ら危険を回

避する力などの健やかな身体を身に付けることであります。そのため教育基本

法や学習指導学校教育法さらに学校教育施行規則に基づく学習指導要領等に

基づいて、連綿と教育活動が営まれていくものと考えています。学問に王道な

しのごとく地道に実践を積み重ねていくことであると思っています。ご質問の

点についてですが、むしろ人数が増えてくると指導内容が行く届かなくなるこ

とから、教員を増やして細分化して教育活動を行うことがよくあります。一般

的には人数が少なくなると授業や教科指導などはきめ細かく指導ができると

いう利点を持っております。いずれにしても人数に関係なく子どもたちに社会

を生き抜く力を身に付けることが必要であり、現在も取り組んでいるティーム

ティーチングや習熟度別指導、町独自の学力向上指導対策、何度も繰り返しま

すが、国の指定を受けた道徳教育の実績そして体力や健康に関する活動等脈々

と推進することが不易な価値であって、今後ともこれらの取り組みを進め、内

容を充実させることが大切であると考えています。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 今、教育長から特徴あるというよりむしろ当たり前の

ことを当たり前にできることが重要であるということですが、少子化云々に拘

わらず過去からうちの町の教育は水準が高いということは、教育委員長、先代

の教育長から聞いています。うちの町は地域の教育力が高いからそれによって

落ち着いて学習もできるし道徳的にも優れているその上で、より一層の学力の

強化を目指すということを聞いてきましたが、もちろんそれはある程度、実践

されてきていると理解しています。これらは先ほど言われた健やかな身体云々

ということは、指導要領に従ってやって学校教育の基礎・基本で、広く全国ど

この子どもたちにとっても最低限必要なレベルのもので、それは努力して当た

り前のことですし、それができるようになることが一つの基準になるものです。

そういう意味では月形町の子どもたちはクリアしていることは、今までも聞い



 11 

ているし、これまでも教育委員会からの報告で道徳教育の指定校を受けながら

それを粛々とやって子どもたちにそういう教育を進めていることは分かって

いるので、そのことはできているという前提で、次はどうするのかというお話

をさせていただきたい。どんなことでもある程度できたら次の目標はどんなふ

うにあるのかということで、教育でも１つできれば次のステップを決めてそれ

に向かってみんなで努力するというかたちを取るのが一般的であると思いま

すが、教育長が言われたこのことは、重要で本当に大事なことですが、月形で

はできていると常に言われていたのではないか。それなら次の段階を踏まえた

上で何か示唆を示していただいた方が、先ほど言ったように教育に対して関心

が高まっている保護者に対しても納得、希望を持つなど学校教育の協力者とし

て参加していただけるのではないかと考えます。それに関連して例えば少子化

という現実的に子どもが少なくなった実態を生かして、よりきめ細やかな対応

をしようということで、ＩＴ器機を購入が少なく済むので先駆的に取り入れて

いく自治体。ｉＰａｄなどの軽ポータブル器機を活用した授業をより早くに取

り入れる自治体、あえて小中併設校を選び、小学校・中学校が同じ場所にある

ことにより教員を行き来させて中一ショックという学校が変わることにより

影響を受けることを緩和させる。ＰＴＡ活動をより充実させ、負担軽減させる、

活性化させる策をしている自治体も現実にあります。具体的なことになります

が、中学校の部活動の競技の見直しなども現実的には必要ではないか。大人数

があったときの部活構成のままある程度、今、ありますから、団体競技などは

多くの競技の中で人数が少なく合同で大会に参加する。部活が休部状態にある

ということも聞いています。それらも種目の見直しや別のかたちの活性化の方

策もあるかも知れません。ある自治体のお話を聞いたときに、せっかく競技種

目の見直しをするのであれば、より戦略的な取り組みとして、競技人口の少な

いものを取り入れて早く全道大会に出場できるようなことに取り組んで、子ど

もたちに自信を付けさせたい、そういう競技を取り入れるということを聞いた

こともあります。そのように少子化になったからこそできる方策は、様々ある

と思います。それは本当にティームティーチングや習熟度別指導がありますが、

それはすでにやられていることで、体制としても出来上がっているものである

から、より一層それを強化する意味で様々な取り組みがあると思いますが、そ

れについて教育長に答弁いただきたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 教育長 
○ 教育長 松山  徹 お答えさせていただきます。基準はクリアしている

と言われましたが、正直言って手を抜けばすぐに下がると思っています。先生

方が目一杯がんばって基準がクリアできてということで、ひょっとすると教育

活動が停滞する、教科指導が十分でなかったら、下がるのは非常に早いです。
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上げるのは大変ですが、教育水準が下がっていくというのは、比較的早いと思

っています。それとアイデアとして小中併置校ということでいただいたと思い

ますが、おそらくどこかの学校で小中併置校であると思いますが、小学校・中

学校の校舎を一緒にして、一部渡り廊下でつなぐ、全校舎をつなぐなどして一

つの学校を共有して学校行事などを一緒に行う学校を併置校と言います。それ

に対して小学校・中学校単独の学校は単置校と言います。普通、併置校にする

理由として地域の子どもたちが減ってくる、財政上の理由で小学校と中学校を

併せてというかたちでつくるのが例であります。学校名も○○小中学校という

言い方にしていきます。しかし、このことは統計上は都合良く解釈されること

があり、普通、併置校となると今、言ったように○○小中学校という言い方で

すから、一つの学校として見なされる。場合によっては小学校１校、中学校１

校と統計上見なされることがあります。ですから統計上、影響を与えるもので

すから、大きな影響としては費用と定数に影響があります。分かりやすく言う

と単置校としては、小学校１校、中学校１校ですと校長が２名になりますが、

これが小中学校ですと校長１名の配置になりますので、そのような影響がある

ので、普通はむしろ子どもの数が減ってもできるだけそういうようなかたちに

しないという方向にするのが一般的であると思っています。ＩＴ器機の活用に

ついては、財政との関わりがありますので、そちらとの相談になるかと思って

いますが、ただ現在もＩＴとしては小中学校ともに電子黒板ということで、次

長に後ほど補足させますが、電子黒板を中心に授業をやっていてということで、

北海道教育委員会の出先の空知教育局の指導主事にも来ていただき、その活用

などかなりＩＴは活用されているという評価をもらっています。それは全体の

ものですが、一人ひとりのｉＰａｄというところは負担問題もありますので、

難しいと思っています。最後に言われた部活動の見直しということですが、確

かに少人数にしたら大きな大会に出場できるということが近道なのかなと思

いますが、部活動については、先生方本来の勤務ではないので、ここではお答

えは差し控え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 今の答弁の中で、個別のことは例題として挙げたので

すが、それに対してどうこうというより、色々な取り組みを最低限の今、基準

になるというところのプラスアルファのところを取り組んでいる自治体がい

くつかあるという事例として挙げさせていただきました。それに対して月形町

教育委員会は、先ほど最初の答弁では基準を常に維持していくことが重要であ

るという説明しかなかったので、それプラスアルファのところをどのようにや

るのかという質問をしていたのです。その部分の答弁がないので、そこの答弁

をお願いします。 
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○ 議長 笹木 英二 教育長 
○ 教育長 松山  徹 先ほど魅力ある教育ということで言いましたが、子

どもたちの知・徳・体の調和の取れた育成を目指して、生きる力を育んでいく

ということが大原則ですので、この軸足をぶれないでいきたい。年度ごとの計

画性については、教育行政執行方針の中で示していると考えております。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 今、魅力ある教育に取り組んでいきたいということで、

それは何かと聞いています。それから各年度では執行方針で報告するというこ

とで、年度ごとの執行方針は分かっているけれど中長期的な教育の見通しをお

伺いしているのです。年度ごとについては、毎回３月定例会で執行方針を行っ

たときにその都度、聞くことができる。そういうことよりその先、例えば魅力

ある教育とは何か。先ほどから教育長は基準を生きる力ということを維持して

いくことが重要で、それらは手を抜けばすぐに下がると言われる。それはその

とおりであると思いますし、粛々と進めるべき問題であると思います。魅力あ

る教育というのはそれプラスアルファです。そうではなく今あるいわゆる世間

一般の基準となるようなことを粛々とできていれば、それで魅力ある教育と言

うのかどうか。私は保護者の立場ですが「うちの町の教育はこんな感じだよ。」

と人にお伝えするときに、特段アドバルーン的なものはいらないと思いますが、

例えば先ほど言ったように道徳教育を中心にやるのであれば、そのようなこと

でもいいと思います。うちの町はみんな小学校から中学校まで道徳に関しては

こんなことを取り組んでいると自信を持って伝えられる何かがあれば、そのよ

うにすればいいと思います。食育についても取り組んでいると思いますが、例

えば地産地消と関連させうちの食育はこんなにすばらしい。例えば置戸町が手

作り給食の町で地産地消と町が一緒に食育に取り組んでいることは、子どもた

ちも知っているし町のみんなも知っているので、それをうちの町の教育の誇り

として皆さんにお伝えしている。だからそういうこともできるでしょう。例え

ばうちが歴史の町だと言うのなら、誰に聞いても月形町の歴史を知っていて、

誇りを持ってそれをしているということも１つ観点になると思います。様々な

切り口があると思います。最近特に英語教育に力を入れていますが、国の指針

が決まる前から小学校でも英語教育を取り入れ、町でも英検準２級を取得する

と海外短期留学を設定するなど、そのようなことが１つの売りであれば、それ

が特色ある教育としてもう少しアピールするかたちもできると思います。様々

な切り口と捉え方で魅力ある教育は発信できると思いますが、そこが今までの

執行方針あるいは評価報告書を読んでも伝わらない。指導要領どおりにいわゆ

る道教委や文科省の言うとおりにうちのまちは進めていて、それから先はあま

り考えていないというようなイメージを何回か色々な答弁を聞いている中で、



 14 

非常に感じてしまったのですが、そのあたりについて答弁をお願いします。 
○ 議長 笹木 英二 教育長 
○ 教育長 松山  徹 前段でも言ったように何かアドバルーン的なことは、

考えておりません。きちんと学習活動が行われていることや知（学力）・徳（道

徳）・体（身体づくり）がバランス取れた教育が行われていることが、一番大

切ですし、何かに特化してということは、考えていないし、人間としての総合

的なバランスは知・徳・体ですから、そのようなかたちを推進して行きたいと

いうことで、国・道教委・文科省という言い方をしますが、私どもは公立学校

で私立の学校ではないので、ここに基づいていくことが大原則です。計画も北

海道教育長期総合計画、名称北海道教育推進計画に基づいて、オール北海道で

進めていく教育の流れがありますから、私にとっては全人格的、バランスよく

育っていくことが、一番、大切であると思っています。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 先日の答弁から気になったのですが、教育長の答弁を

聞いているとうちの町の独自の教育委員会としての姿勢というものを感じら

れないのです。地方分権が進んでいる中で、教育行政においても基本的なとこ

ろは指導要領をベースにやらなければいけないし、全国基準として文科省の方

針あるいは道教委の方針があるのは、充分に分かっているけれど、あえて地域

の特性や課題を解決するために取り組むのが、自治体の教育委員会の役割では

ないでしょうか。そういう意味で教育長・教育委員長は実際の学校の教育をイ

ベントごとではない授業や活動をどのぐらい見学されていて、把握されている

のか。そういうことを踏まえた上で今、月形の学校教育現場に必要なことを政

策として展開していくのが教育委員会ですので、そこを答弁していただきたい

と思います。 
○ 議長 笹木 英二 教育長 
○ 教育長 松山  徹 月形町の子どもたちにとって必要なことは、教育行

政執行方針に記載しております。学校に足を運んでいるのかということについ

ては、足を運んでいます。 
○ 議長 笹木 英二 いつまでやってもけりが付かない感じなので、この問

題については、終わりたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 はい。 
 
○ 議長 笹木 英二 順番２ 大釜 登君、発言願います。 
○ 議員 大釜  登 通告書に基づき２点ほど質問いたします。今年も２箇

月ほどで厳しい長い冬がやってまいります。特に近年は温暖化など異状気象で
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平成２３年度は大雪、昨年、降雪は平年並みでしたがあってはならない取り返

しのつかない大きな事故が発生しております。そこで今シーズンに向けて除雪

発注側としての管理体制についてお伺いいたします。昨年まで除雪作業を委託

業者に任せ処理等もやらせていたと感じております。本来なら行政側が管理・

監督・指導して行かなければならないと思っております。確か３月定例会で金

子議員から同じような質問をしており、それに対して町長から「町の関わりが

薄かった。」と反省し「責任を重く受け止めている。」と答弁しております。ま

た再発防止のための検討マニュアルについても答弁していますが、今シーズン

は発注者側としてどのように進めていくのか、管理体制と防止策について、お

伺いいたします。もう一点、関連がありますので安全対策について、昨年は事

故後に委託業者や運転手を集めて講習会をしております。本来なら事故が起き

てからではなく工事を発注した段階で安全講習や日頃から指導していくこと

が行政の努めではないかと考えております。そこでこの２点について、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。最初に除雪管理対策とい

うことですが、除雪業務の管理体制については、契約の際に交わす業務仕様書

の中で発注者と受託業者それぞれの役割と責任を明確にして業務を進めてい

るところですが、今年度の除雪業務につきましては、昨年度に発生した事故等

の反省を踏まえ、再発防止は言うまでもなく特に安全対策には万全を期して望

んでまいりたいと考えているところであります。そのためには単に業務を事業

組合に委託するのではなく、まさに議員の質問のとおり除雪業務としてではな

く除雪対策という視点に立って、今年度の業務発注について今一度、業務仕様

書について協議・確認して、不備な点については追記を加えるなど整備し、担

当課長を業務責任者として業務指示・監督に当たらせるなど管理体制を強化し、

発注者と受託業者双方が一体となって業務を遂行してまいります。その上で受

託業者との綿密な連絡体制及び指示・命令系統の構築・共同巡回による路面状

況や危険箇所などの確認などパトロールの強化、オペレーターや助手等に対す

る安全教育の徹底を図り、迅速かつ安全・安心な運行に努め、信頼される除雪

体制を確立したいと考えているところであります。また、通学路の確保やスク

ールバス路線の確保・緊急車両の運行確保・公共施設の除排雪等につきまして

は、教育委員会・警察・消防等関係機関との連絡体制を密にするとともに、国

道・道道の除排雪につきましても、それぞれ管理者である札幌開発建設部札幌

道路事務所・空知総合振興局・札幌建設管理部とも綿密に連携をとってまいり

たいと考えております。２点目の安全対策についてですが、先ほど大釜議員の

質問で昨年は安全大会を含めたそれらをやっていなかったのではないかとい
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うことですが、受注業者においてはしっかりやっていたところですが、行政側

が参加していなかったということであります。ただ事故以降については参加し

たということですが、そのことを踏まえて今一度、安全対策について述べさせ

ていただきます。業務を進める上で安全対策には万全を期して行かなければな

りません。道路交通法の遵守はもちろんのこと安全な運行に必要な対策を講じ

てまいります。業務仕様書の中で安全管理については、受託者の責任において

行うものとしているところで、その上で必要とする事項を明記しているところ

ですが、昨年度の大きな事故を踏まえて安全対策につきましては、発注者とし

てより関与し指導を強化してまいります。安全教育につきましては、これまで

どおり定期的に安全講習会や安全大会を開催し、ＤＶＤなど視聴覚機材を活用

した知覚による安全教育や、警察官・消防士など専門知識を有する方の指導を

仰ぐなど、安全知識の再確認と意思統一を図ってまいります。これは業務開始

前に行ってまいりたいと考えております。また、オペレーターの日頃の健康管

理につきましても万全を図り、心身の状態把握及び運転に関する指示・指導の

ため始業時の点検・朝礼の励行に努めるよう指導してまいります。また、過労

運転の防止や適正な休養に対応するため常に代替え要員を確保するよう指導

いたします。悪天候による視界不良時の無理な運行は、事故に直接、近因する

ことから業務責任者の指示によらず、現場オペレーターの自主的判断により運

行停止する判断能力を調整してまいります。しかしながら万が一にも事故が発

生した場合に備えて、緊急時の連絡体制を明確化するとともに応急処置等の訓

練も安全講習の中で実施するなど、安全対策の徹底に努めてまいります。 
○ 議長 笹木 英二 大釜 登君 
○ 議員 大釜  登 今、答弁の中で共同パトロールや安全講習についても

行政が関わるという説明がありましたが、これについては一度、質問した経緯

がありますが、みんなが情報を持っていてもそれを集約する組織がない。情報

を一本化してそれを下へ流す体制づくりが必要である。例えば教育委員会のス

クールバスの運行等個々に情報を集めてやるのではなく、道路パトロールも共

同でやるのではなく、行政が直轄でやるぐらいの気持ちで進んで行かなければ、

色々なところから情報を集めても情報の錯綜などが起きる、極端に言うと運転

手の判断で除雪しなければならないこともあり得るので、やはり行政がしっか

り情報を収集して、それを教育委員会などに情報を持って行かなければ、体制

づくりや共同でやると言っても、責任がお互いに分かれてくると思います。で

すからしっかりした体制づくりをしなければ、今後もこのような事故が起きる

こともあるので、そこについて今回、予算など色々な問題があると思うので、

すぐにはいかない。それと何年か前まで道路監視員制度も町で設けていると聞

いているのですが、これが今は廃止になっているのか分かりませんが、道路情
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報の収集もＴＶなどでも放送されますが、地域の除雪・降雪状況は地域しか分

からないので、そういうことも頭に入れて今後、検討してはどうかと考えます

が、それについて町長の意見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 最初に連絡体制・情報体制ということですが、業者発

注するときの仕様書の中で１つには事故発生時の体制と悪天候時における連

絡体制というのは、明確になっているところであります。通常の除雪業務にお

いても組織図はあります。そのことを徹底してやっていくことが重要であると

考えていますが、個別の話の中で道路パトロールについて行政がやるべきでは

ないかということでしたが、現在、道路パトロールについても業者に委託して

いくという状況で進んでおりますが、抜き打ち的に道路パトロールについては

行政側も関わっていくということで、今年は計画しているところですし、また

除雪監視員というかたちで数年前までそれは札比内のある農家の人に委託し

ていましたが、昨年はやっていなかった。これについては業者側からの依頼で

民間に頼んでいたというところでありました。 
○ 議長 笹木 英二 大釜 登君 
○ 議員 大釜  登 道路パトロールについては、発注段階で委託業者がし

ていると聞いているのですが、それなら本来、パトロール車は雪が降ってから

走るのではなく、降る前に走るのがパトロール業務であると思います。そうな

ると先ほど言ったようにうちの予算に入っているのであれば、車を１台用意し

てパトロール要員を業者につけて、毎日、道路パトロールをさせて、その情報

を行政が収集管理する方法もあると思いますが、果たして業者に車を走らせる

だけの予算と人件費を付けているのか、その点についてお伺いします。 
○ 議長 笹木 英二 産業課長 
○ 産業課長 古谷 秀樹 巡回車につきましては、借上車ということで予算

計上しております。 
○ 議長 笹木 英二 大釜 登君 
○ 議員 大釜  登 ３回目になるので、これについてはもう少し確認して

から質問したいと思います。業者に任せているのであれば、業者がパトロール

をしていなかったという判断でよろしいですね。 
○ 議長 笹木 英二 産業課長 
○ 産業課長 古谷 秀樹 路面状況その他はもちろん先ほど大釜議員指摘の

とおり、除雪前の段階で巡回は大変、重要になってくると思います。それが業

務仕様書の中には、作業実施前の準備ということでうたっております。これは

今の業務仕様書の中では、業者がやるということでございますが、先ほどご指

摘のとおり今年度につきましては、抜き打ちで発注者側としての巡回や危険箇
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所の共同巡回などにしっかり関与してやって行きたいと考えるところでござ

います。 
○ 議長 笹木 英二 大釜 登君 
○ 議員 大釜  登 これについては、もう少し勉強して次に質問して行き

たいと思います。最後になりますが、先ほども言いました今年、取り返しのつ

かない大きな事故が起きています。これに対して被害者がまだ入院していると

聞いていますが、状態について差し支えなければ聞きたい。このような事故が

起きると必ず補償問題等が起きてきますが、それは現在のところ発生していな

いのか、お聞きします。 
○ 議長 笹木 英二 産業課長 
○ 産業課長 古谷 秀樹 負傷者の現状ですが、右足膝上から切断というこ

とで、義足等を装着するに至りました。左足についても股関節の調子が悪いと

いうことで、今しばらく入院治療が必要であるということでございます。今、

札幌医大病院に入院されていますが、今月２０日ぐらいに札幌の病院に転院さ

れ、更に治療されると伺っております。しばらくは車いすの生活ということで

ございます。補償につきましては、運転者分につきましては、既に示談が成立

しておりますが、負傷者につきましては、今後、状況を見てこれからの補償と

いうことになってくるかと思います。 
○ 議長 笹木 英二 大釜 登君 
○ 議員 大釜  登 この点については、行政としても誠心誠意対応してい

ただくことを強くお願いして、質問を終わります。 
 
○ 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。 
   （午前１１時３０分散会） 

 


