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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。 
  ５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   

平 田 文 義 君 
鳥 潟 真 二 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 楠 順一君、発言願います。 
○ 議員 楠  順一 通告書に従って質問させていただきます。最初に一般

質問に関する私自身のスタンスといいますか、今回の質問にも係わるのですが、

議会のチェック機能ということについて、一言、お話ししたいと思います。一

般的にチェック機能というと理事者、行政がやっていること、やっていないこ

とについての評価やチェックですが、私自身はむしろやっていないこと、やろ

うとしていないこと、これからやらなければならないことに対するチェックが

大事なことではないかということを感じております。今回の質問はそういう意

味で取り上げさせていただいております。ですから、時期尚早あるいは消化不

良になりかねない面もあるかと思いますけれども、それはお許しいただきなが

ら、ただ、私自身は今後の町政にとって重大な問題であると捉えていますので、

いち早くこの問題に対する認識を共有して行きたいということで、取り上げさ

せていただいております。１点目は、「人口減少問題」に対する情報の共有化

について質問させていただきます。「人口減少問題」については、今年５月に

日本創成会議が提起した「ストップ少子化・地方元気戦略」をきっかけにメデ

ィアにも大きく取り上げられ、とりわけ全国８９６の市町村が「消滅可能性都

市」に該当するという推計が深刻に受け止められ、センセーショナルに取り上

げられることになりました。７月２３日、岩見沢において道主催により開催さ

れたフォーラムには、櫻庭町長はじめ管内各自治体の首長、議員、職員が会場

いっぱいに詰めかけ日本創成会議の座長である元総務大臣増田寛也氏の講演
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に熱心に耳を傾け、この問題に対する危機感の強さを物語っていたように思い

ます。その中で本町を含む空知管内１９市町が将来消滅する可能性があるとい

う推計は、私たちにとって衝撃的であり基礎自治体の存亡を左右するという意

味で、市町村はこの問題にどのように対処するのか改めて突きつけられた思い

でありました。将来に渡って月形町を守る使命を課せられている町長、理事者

そして議会は、大きな意味で町の将来の方向性を定める重要な役割があると思

います。当然、この問題に対する十分な認識をもって政策決定にあたらなけれ

ばならないと思っております。また、この問題は、福祉、医療、産業、教育な

どあらゆる行政分野における様々な問題が相互に絡み合いながら係わってお

ります。その意味では、役場において特定の部署が対応して事足りるという問

題ではなく、全庁的に職員が情報を共有して認識を深めることが重要であると

考えます。今回、この問題自体について内容まで踏み込んで町長と議論する段

階ではないと考えており、いわば入口に立っているという認識を共有したいと

いうことでございます。今回、町長も増田寛也先生の講演を聞いていますので、

基本的な意識、感想をお伺いしたい。それから、先ほど申し上げたとおり本町

町民に周知する前に本町行政に係わるものが、今後、どのように情報共有して

認識を深めていくべきかを問いたいと思います。それが今後の本町における人

口減少対策の推進に極めて重要なプロセスになると考えております。そして通

告書に記載したとおり、以下の２点について、対応、検討してはどうかという

ことを、伺いたいと思います。（１）今回の日本創成会議の推計・提言につい

て、資料の配布あるいは議会も含めた町職員の勉強会の開催など情報を共有す

る機会を作ってはどうか。今、国や道でこの問題について取り上げていますが、

発端は先ほど申し上げた日本創成会議の推計、提言からですので、原点の情報

を共有することが出発点ではないかと思いますので、これに対する対応を伺い

たい。（２）この提言を受けて国や道もすでに動き出しており、その動向や近

隣、他市町村がどのような対応をしているのかということも含めた今後の動き

についても、私たちの町が取り残されていかないために、継続的に情報提供を

共有していく対策の機会が必要ではないかということで、この２点について伺

いたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 通告に基づきまして、答弁させていただきます。最初

に答弁において質問と重複するところがありましたら、ご勘弁いただきたいと

思っております。先ほどの質問にもありました２０４０年までに自治体の半分

が消滅するという日本創成会議の人口減少問題検討分科会の座長が増田寛也

さんということで、その推計が現在も話題、波紋を呼んでいる状況であります。

そして、地方から大都市への人口流入そして少子化が止まらなければ、約１,
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８００の市町村のうちの８９６自治体が将来なくなってしまうという内容で

ありました。私自身も空知総合振興局が主催したシンポジウムに参加してきた

ところであり、シンポジウムの前段で空知管内参加首長全員と増田さんと１時

間ほどの食事会という状況で、懇談会を開いたところであります。懇談会の冒

頭、何人かの首長が言われたことが人口減少で単独町村がいわゆる独自政策と

して自分の町に人口を呼び込むことは、問題解決の一つにもならない。限られ

たパイの中での奪い合いは極めてナンセンスなことにならないかという質問

がありましたが、その時、増田さんが言われたことは、これは国全体としての

東京への人口一国集中そして北海道であれば札幌への人口一国集中が問題な

ので、これについては、国としてしっかり対策を打っていかなければならない。

いわゆる創成会議の本質的なものは、そこだということを後のシンポジウムで

も同じことを言われたと思いますから、私もこの時のシンポジウムの内容とし

て増田さんの思いを含めて、国が今後動いていく方向性は、そういうところに

あると理解しておりますし、早速、安倍第２次改造内閣で地方創生省というか

たちの新たな大臣ができたわけですから、これらの情報については、しっかり

収集して行かなければならないものと感じておりますので、これらの情報につ

いては、しっかり抜け落ちのないようにしながら、今後向かっていく町の方向

性はそこを意識しながらやって行かなければならないと考えていたところで

あります。情報共有ということでの勉強会の提言をされていましたが、どのよ

うな勉強会を指すのかについては、具体的なところでいわゆるイメージとして

持っていませんので、今後においても可能な限り情報を共有することは大事な

ことでありますから、それについては、考えて行きたいと思っていたところで

あります。これは全国町村週報に出ていたことで、ジャーナリストの松本さん

という方が、創生会議の議論で言われていた一部ですが、「そもそも自治体大

量消費消滅予測には、落とし穴がある。一つ目は、人口推計の部数が少なくな

れば制度が低くなることだ。町村別の長期人口推計は、当たりはずれが大きい

だろう。二つ目は、平成の市町村合併を見ればわかるとおり、町村を消滅させ

ればむしろ過疎化や一国集中が加速されることだ。三つ目は、例年回避への兆

しを見過ごしてはならない。金より命へと世の中のトレンドが変われば、人の

流れも変わる。」この３つのことが創生会議で斟酌していない部分ではないか

というのが、週報に書かれていたものであります。私たちは今後のトレンド、

習性としてどのようなかたちになっていくか、この人口推計だけが一番ではな

いと現在、考えているところであります。創生会議の資料については、インタ

ーネットその他ですぐに取れるものであると思いますので、私から別段、議員

の皆さんを含めて配布する意志は持っておりませんが、勉強会については、ど

ういうかたちの勉強会になるかは別として、それらについて具体的な提言があ
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れば、今後、検討してまいりますという答弁をしたところであります。創生会

議が政策を決定しているわけではないので、先ほども言ったように安倍内閣の

地方創生省という新たな大臣ができたわけですから、その中で具体的な政策が

出てくると思いますし、それにはしっかり対応していかなければならないと考

えておりますし、新たな情報が出てくるのであれば、それらの情報については

皆さんと共有して行きたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 楠 順一君 
○ 議員 楠  順一 余計なお世話かなと思いつつここまで書いたのですが、

役場職員も含めて議員も色々な情報に触れる機会はあると思いますので、それ

ぞれの人の努力によって情報収集はできると思うのですが、私がここで申し上

げたかったことは、今、特に役場業務が専門的な業務の増加によって、どうし

ても縦割りが目につくわけです。そんな意味でこの問題はあらゆる部署に係わ

るものですから、役場内で共通の言語でお互い話ができるあるいは共通のテー

マを持って進んでいけるいい材料ではないかということもあるのです。確かに

情報は色々と溢れていますから、皆さんそれぞれで努力すれば情報収集はでき

ると思いますけれども、ともすれば自分の仕事に関係ないという意識がありは

しないか、なければいいのですが、その点やはりこの問題については、これか

らうちの町を共に考えていくということでは、何らかのかたちで情報共有する

ような仕組みが必要ではないかということで、申し上げているわけです。役場

の縦割り批判ということではなく、前向きに今後の将来を考えたときに、うち

の町の行政はどうあるべきかあるいは一人ひとりが将来のまちづくりを考え

ながら仕事をして、議員もそれに対して発言していくということからすると、

やはり情報共有する何らかの手段を持った方がいいのではないかということ

で、申し上げているのです。それについて私の意図が伝わらなかった部分があ

りますので、そういう意味でもう一度、その点について、ご答弁願いたいと思

います。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 職員間における情報の共有ということを言われたのか

なと思いますが、それは先ほどの質問で町民を含めた勉強会という情報共有と

いうことであったと思います。職員については、それはもちろん極めて一番大

事なことですし、縦割り社会ということではやっぱり生きていけないわけであ

ります。特に私たちの町は３,６００人という小さな町ですし、職員数も少な

いときに縦割りで行政が動いているとはまったく思っていないことでありま

す。今日も８時４０分から庁内連絡会議ということで課長職が毎週集まっても

らい、その時々、関係部署の報告その他についてはしているところであります。

月に１回庁内会議を行っていますので、それについては、そういう指摘に当た
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らないだろう、誤解であると感じております。また、職員においては、職員研

修として年数回、専門講師を招いて実務的な内容を中心に実施していますし、

社会情勢に関してという意味では、中小企業間同友会につきましては、今まで

町長が出席していましたが、数年前から管理職を交代で札幌における中小企業

間同友会ということで、その時々の時の人を呼んでやっているところに出席し

ているところです。申し訳ありません。中小企業間同友会というのは、岩見沢

市でやっている中小企業化同友会ですが、その定例会議に管理職以下の職員を

数名ずつ出席させて、共に中小企業間の皆さまと研修しているところでありま

す。先ほど言ったのは、内外情勢調査会ということでこれは札幌で行われてい

るものですが、その時々のいわゆる日本を代表する活躍をしている人たちの講

演会でありますが、これについても私が出席するのではなく管理職員が交代で

出席するということで、社会のトレンドについても敏感に反応しながらやって

いる状況であります。ただ、日本創成会議の増田さんが提言された情報だけを

情報共有するということであれば、あまりにも有名なことですし今の時代はイ

ンターネットを探ればすぐに出てくることですので、それは職員の気質として、

それらについては読んでいるだろうと感じ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 当然、職員、議員についても、この問題はこれだけ大

きく取りざたされて国の政策の大きな柱になろうとしている状況は、メディア

等報道を通じて認識していると思いますので、先ほど言ったように大きなお世

話かもしれませんけれども、そういう状況認識も含めて共通の課題として捉え

て、もう少しお互いにうちの町をどのようにしていくのかという視点で、議論

や意見交換が活発になっていただきたいと思います。これについては、最初に

申し上げたとおり入口に立った段階ですので、今後、この問題については、色々

な場面で係わってくると思いますので、それを意識して町政に当たっていただ

きたいと思います。もう１点、先ほどの答弁で日本創成会議の増田座長の提言

が全てではないということで、確かにそうだと思います。おそらく異論が出て

くると思いますが、それも含めて勉強、情報収集していく、反対意見もあると

いうことも含めて議論していく必要がある、本当に大事な問題であると思って

いますので、宜しくお願いします。２点目の質問についてもかなり関わります

ので、第４次総合振興計画でこの問題についても質問したいと思います。２点

目は、第４次総合振興計画策定に関わる流動的・不確定な要素に対する考え方

について、やや理屈っぽい表現になってしまったのですが、先ほどの人口減少

問題についても以前から少子高齢化問題という言い方では取り上げられてい

ましたが、今、なぜ、これだけ大きな問題になっているのかということは、先

ほど議論したとおりです。このように今までにない状況が次々生まれてきて、



 6 

仮に１０年としても今まで想定したもの以外の要素が入ってきて、大きく状況

が変わっていくことが、最近多いと思います。それに対する対応をどうするか

ということですが、総合振興計画につきましては、１０年間を目標年次として

現在第４次を策定中ですが、現在の基礎自治体を取り巻く環境は激変しており、

国や道の施策動向も流動的で、町長が言われる小泉内閣の三位一体改革も大き

く変わってきたということで、ある意味自治体もそれに振り回されたところも

ありますが、不透明、不確定要素について今後１０年間という長いスパンの計

画でどのように対処したらいいかということは、非常に難しい問題であると思

います。ただ、一つ言えるのは、総合計画の策定が自治法の義務付けから外れ

たという意味は、計画そのものが形骸化していることも含めて時代の変化のス

ピードが速くなってきたので、長期計画の難しい状況が生まれてきていること

もあると思います。それを考えると、町政執行方針でも町の最上位計画である

総合振興計画という表現がありますが、長期的ビジョンは必要ですが、前例に

習ってやればいいという時代ではなくなってきているということです。立派な

総合振興計画を作ったからこれから１０年間はこれでいくという時代には無

理があると思います。国や道の政策も変化していくので、変化に対応する対応

力が必要であると思います。総合計画があるから変化に対応しなくていいとい

うことになっては問題であると思いますので、状況が変わったら仮に総合計画

であっても大胆に見直していくことも視野に入れておく必要があると思いま

す。その捉え方で２点について伺いたいと思います。（１）「人口減少問題」に

ついて国は「地方創生」を掲げ、地方創生省を立ち上げ施策の検討に入って来

年度予算の目玉に成りつつある状況です。個人的には来年統一地方選挙がある

わけで、選挙戦術の一つに買収化しないでほしいという思いがあります。道も

８月２１日に有識者会議を立ち上げて動きだしております。今後、地方に関わ

る施策はこの問題への対策が軸になるということで、ちなみに道は人口減少高

齢化を見据えた持続可能な地域デザインの検討に入ったとなっております。本

道においては全国を上回るスピードで人口減少・高齢化が進んでおり、今後、

人口動態を的確に踏まえ、市町村と連携して様々な分野において早期に対応を

講じていくとしております。「人口減少問題」の重みをどの程度に捉えるかと

いうことにもよりますが、総合計画である程度見続けが必要であると思います

が、これをどのように取り扱うか、伺いたいと思います。これは別にしたらい

いか分かりませんが、先に質問させていただきます。（２）昨年６月、地方制

度調査会から大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関

する答申が出ております。その中で私たちの町のような小規模自治体について、

「新たな広域連携」「都道府県の補完」が盛り込まれております。その文書を

読むと「人口減少、少子高齢化社会における今後の基礎自治体の行政サービス
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提供体制については、基礎自治体の担うべき役割を踏まえ、自主的な市町村合

併や共同処理方式による市町村間の広域連携、都道府県による補完などの多様

な手法の中でそれぞれの市町村が、これらの中からもっとも適したものを、自

ら選択できるようにしていくことが必要である。」と書かれております。表現

的には一時期の合併推薦に対するアレルギーに配慮した表現があると感じま

すが、このようなかたちですでに情報を皆さん得ていると思いますけれども、

福祉など色々な分野で広域の取組みの動きが始まっていると思いますが、それ

が今後、どのように推移していくかということによって、基礎自治体の役割自

体が変わっていくだろう。そうなると将来１０年計画というスパンであります

が、道や近隣市町村等の動向に左右される基礎自治体の行政サービスのあり方

について振興計画でどのように扱うのか難しい問題であると思いますが、これ

についてかなりの部分振興計画については進んでいると思いますが、現状はど

のようになっているか、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 私たちの町は今まで総合振興計画ということで、第３

次が終わり今後第４次となっていくわけですが、その時々の状況を勘案しなが

ら総合振興計画だけではなくフレッシュブルに対応してという楠議員の最初

のご発言があったと感じております。私たちの町としてもいわゆる小泉総理の

ときの市町村合併ということで、私たちの町が合併から取り残される状況その

中での交付税削減ということで、しっかり対応しなければならないということ

で、総合振興計画として大事なものとして扱いましたが、その時々のローリン

グで職員数の削減を含めて予算規模については、総合振興計画と違う数値の目

標のところで決めながらやってきたのが、現在の財政状況に反映していると感

じているところですから、今後１０年間の総合振興計画がそのまま遂行してい

けばそれでいいと考えていないところだけは、ご理解していただきたいと思っ

ております。１点目の「人口減少問題」については、地域における産業振興、

医療の確保、育児教育環境づくりさらには移住・定住など過疎対策の推進など

人口減少に近因する諸課題に対し様々な取り組みを進めているところであり

ます。しかしながら本町においては、人口減少や高齢化が進み地域産業の担い

手不足や生産消費の縮小による地域経済の衰退など様々な分野への影響が拡

大していることが懸念され、また、地域における若年層の流出は少子化をさら

に加速させる深刻な問題であると認識するところであります。これらの問題に

対し国と道との連携を一層強めながら危機感をもって対応していかなければ

ならないものと考えております。また、人口減少対策につきましては、本町が

将来に向けて発展していくための重要課題であることは自治体の根幹にかか

わることで、今に始まったわけでなく過去から過疎に悩む小規模自治体の大き
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な宿命であり、このたびの日本創成会議が出した推計に惑わされることなく、

危機感を持って粛々と町独自の対策を考えて行かなければならないことであ

り、今後も組織を立ち上げた全庁的な取り組みの中で、目標を達成させるため

の施策の展開に努めるものであります。このため総合振興計画の人口減少問題

は、町政の重要課題として位置付けており、行政分野横断的な対応により一体

となって、特に重点的に取り組む重要プロジェクトと定め、施策を展開して行

っていくものとしているところでもありますので、今後につきましては、十分

にご注目いただきたいと考えております。２点目の地方制度調査会の答申とい

う状況で「新たな広域連携」「都道府県の補完」が盛り込まれているがどうし

ていくのかということですが、市町村が国に対する地方制度調査会の答申内容

をもって即、対策を打つことはなく、答申を受けた国が対策を考え都道府県へ

通知し、都道府県から市町村へ通知される流れの中で対応していくものと認識

しているところであります。答申に書かれている内容については、基礎自治体

による事務の共同処理等の現状と課題として、市町村間の広域連携や都道府県

による補完の必要性があるとして、人口減少、少子高齢化社会における今後の

基礎自治体の行政サービス提供体制については、基礎自治体の担うべき役割を

踏まえて、自主的な市町村合併や共同処理等による市町村間の広域連携、都道

府県による補完などの様々な手法の中で、それぞれの市町村がこれらの中から

もっとも適したものを自ら選択できるようにしていくことが必要であると、先

ほどの質問でも言われましたとおり、こういうことを地方制度調査会で述べら

れているわけであります。中でも将来的に近隣市町村との共同処理を行う必要

と考える市町村が多く存在し、市町村間の広域連携を一層進めていこうとする

ニーズは、高い状況にあるとのことです。私たちの町にとってもごみの広域処

理につきましては、岩見沢・美唄・月形というかたちで地方制度調査会の答申

を待つことなく、私たちの町としてできないものについては、すでに広域連携

でやっているところですし、私たちの町だけでなく小さな自治体が保険者とな

っている国民健康保険についてもあまりにも分母数が少ないところについて

は、ランク付けが難しいということで、これについての保険者を都道府県にし

てくださいという動きの中で、これらについても法定化が後数年の間にはなっ

てくるだろう。地方制度調査会の答申だけでなく、そのことについては、私た

ちとしても国へ要求するものは要求するものとしてしっかりやっていかなけ

ればならないと考えているところであります。そういう意味では、これらを総

合振興計画の中でどのように取り扱っていくかというのは、これからの動きで

あり、これらにつきましては、総合振興計画の下につながるところの行政改革

の中でしっかりその時期の状況というのは、織り込みながら進めていきたいと

考えているところであります。 
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○ 議長 笹木 英二 楠 順一君 
○ 議員 楠  順一 今の答弁は、基本的に私も認識については、問題視と

感じております。最上位問題について少し述べていましたが、総合振興計画の

中では人口減少、近隣市町村との広域連携の問題も含めて基本的な書きぶりと

しては動向を見極めてということで、それについては、積極的に前向きに対応

することになるのではないかと推測しますが、そういう理解でよろしいでしょ

うか。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 そのように説明したつもりであります。今回ロシアで

オリンピックが行われました。その時に選手団として私が北海道を誇れるのは、

上川や下川など４,０００人うちの町とそんなに変わらない人口の所で、ジャ

ンパーを出してそれがメダリストになっていく状況でもあったし、北海道で人

口が一番少ない音威子府村から競技スキーのオリンピック選手が出ていく、中

札内村からスケート選手が出ていたと思いますが、いわゆる小さな町からしっ

かり育て上げた人たちが、世界で通用する人間が出ていく状況を考えたとき、

小さなことだけが問題の核になっていかない、自分たちが育て上げていくもの

を大事なものとして身の丈の中でしっかり育て上げていくものは、いい例とし

て世界に通用するものがあるということを、今回のオリンピックで感じ取った

ことでもあります。こういうものが私たちの地域で何が町民を含めて共通の認

識で光らせていくものなのかということは、大いに協議して行きたいと考えて

いたところであります。 
○ 議長 笹木 英二 楠 順一君 
○ 議員 楠  順一 うちの町もそのように輝く町になっていけばいいと思

います。先ほどの答弁で「人口減少問題」について、町独自の対策について積

極的に取り組んで行きたいということで、重要プロジェクトとして位置付けて

いきたいという答弁がありました。先ほど前段の「人口減少問題」でも申し上

げましたが、その中で若い職員も含めて職員間の特に総合振興計画ということ

では、長期的なビジョンになりますので、職員の意見を出しそれを議論してい

く機会は、何らかのプロジェクトや会議を通じてどのぐらいあったのか、今後、

振興計画のこれからの詰めに向けて考えているのか、若い職員を含めた職員の

意見を出させていくような取り組みはどうだったのか、お伺いしたいと思いま

す。 
○ 議長 笹木 英二 総務課長  
○ 総務課長 久慈 富貴 振興計画の策定の経過を申し上げたいと思います。

策定については、総合振興計画策定要綱があり、それに基づいて進めていると

ころでございます。要綱には策定委員会ということで副町長以下２０名ほどの
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管理職を含めており、さらにその下に振興計画策定プロジェクトチームという

ことで、これについては係長を中心とした２０名ほどの協議機関がございます。

担当で大きな素案要素を掲示して、この内容をプロジェクトチームに諮り、プ

ロジェクトチームもしくは課ごとの意見収集というかたちでしているところ

でございます。昨年１０月、このことから始まり、プロジェクトチームを開催

しております。その他町民の声、トップインタビューそれぞれの工程を踏まえ

ある程度の内容がまとまった段階で策定委員会第２回プロジェクトチームと

いうかたちで、意見をいただいております。また会議でもう少し意見収集が必

要であれば、課に戻って課内で協議していただき、意見収集していただくとい

うことで、プロジェクトチームは現在のところ２回行っております。策定委員

会については、現在まで４回開催しているところでございます。また、その都

度内容は固まり次第、それぞれの委員会、プロジェクトチームに下ろして意見

収集して進めているということで、ご理解願いたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 楠 順一君 
○ 議員 楠  順一 プロジェクトチーム２回、策定委員会４回を終えてと

いうことで、その中で職員の色々な意見がどの程度それに反映していくのか、

その点について意見を整理するには、はっきりした答弁がしづらいと思います

が、感覚的なものでよろしいので、意見がどのように集約されて反映されてき

た内容について、大まかに教えていただきたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 総務課長 
○ 総務課長 久慈 富貴 振興計画については、内容として６つの分野に分

かれており、保健・医療・福祉分野、産業分野、生活環境分野、教育文化分野、

生活基盤分野、共同行政分野と６つの大きな体系の中で、それぞれ基本的な文

言を素案に対しての修正業務ですから、それを検討していただき、文言の整理、

趣旨の内容変更など全般に対して目を通して、修正しています。修正部分につ

いてこの場で申し上げますと膨大な量になりますので、控えさせていただきま

すが、全般に渡る分野、特に自分の担当部署だけでなく横断的に他の分野にも

目を通していただき、意見をもらってそれがよい表現であれば皆さんで再度諮

って、修正していくということの繰り返しでやっているところでございます。 
○ 議長 笹木 英二 楠 順一君 
○ 議員 楠  順一 今回、条例改正があって基本構想について議会の議決

を受けるということで、町条例に基づいた議決ということになると思います。

基本構想については、議会に諮るということで、その後、具体的な基本計画、

実施計画において、議会との協議、情報提供は出てくるのか、その点の考え方

について、お伺いします。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
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○ 町長 櫻庭 誠二 今までは構想だけを議会に提案して承認いただくとい

うことでしたが、以下の部分につきましては、私たちでやっているということ

でしたが、ぜひ、常任委員会その他で議題としていただき情報提供してほしい

ということであれば拒否できるものでもありませんので、それについては、そ

ういうかたちで対応していただければいいと考えております。 
○ 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 暫時休憩いたします。   （午前１０時４６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。 
                        （午前１０時５５分再開） 
 
○ 議長 笹木 英二 順番２ 宮下裕美子君、発言願います。 
○ 議員 宮下 裕美子 質問を始める前に今朝皆さんの机の上に月形町の人

口推移というカラー刷りのグラフを１枚置かせていただきました。議長の許可

を得て一般質問の１問目の資料として使いたいもので、皆さんこれを適時見な

がら質問を聞いていただけたらと思います。宜しくお願いします。それでは一

般質問を行います。１番目は、昨秋からの急激な人口減少の要因と対策につい

てです。月形町の基本的データを少しご紹介したいと思います。平成２６年８

月１日現在の人口は、住民基本台帳で３,６１３人でした。毎月の人口推移は

広報に掲載されている他過去から年ごとの人口データは、町のホームページに

も掲載され公開されています。１９９０年、平成２年の人口は５,１２５人で

した。人口減少は多少のばらつきはあってもこの間平均すると１年間約６０人

ずつ減少しています。ただ、ここ２年程、平成２３年度、２４年度については、

多少スピードがゆるんで２４年度は、ほとんど減らず横ばいのようなとても珍

しい状況だったと見ています。それでは細かいところを少し見ていきたいと思

いますので、お手元の資料を見ながらお願いします。月別人口推移の基本パタ

ーンがうちの町の場合はありまして、年度はじめに人口が上昇し数箇月間は横

ばい、その後徐々に減少して年度末に大きく減少するという弧を描くようなパ

ターンが見られます。平成２５年度は、基本パターンが崩れ年度当初から横ば

いが続いた後秋から一気に下降、平成２６年度は年度当初から下降の一途とい

う状況になっています。この下降の影響でこの１年間これは８月１日のデータ

が最新でしたので、８月１日の最新データが赤い矢印です。１年前の所が青の

矢印で示しているところですが、そこを基準とするとこの１年間で下の数字が

示すように－１４２人となっており、この減少幅は今までにないとても大きな

ものであると言えます。そこで質問に移ります。この急激な人口減少の要因を
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どのようにとらえているのか。また、その対策をどう打つのか、お伺いいたし

ます。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 通告に基づき答弁させていただきます。議員ご指摘の

とおり平成２６年７月３１日現在８月１日という表現をされていましたが、７

月３１日現在というところでは人口３,６１３人であり、１年前と比べると－

１４２人ということで、ご指摘のとおりの人口推計であると感じているところ

であります。配布資料がいわゆる平成２５年度の横ばい状況を基準として今は

極端に下がっているけれどその対策ということであると思いますが、ずっと下

がっていた人口が一時上がって減らなかった特異な現象と言われていました

が、これはまさしく月形刑務所収容者増というところで職員官舎が建ち上がっ

たということからその入居者が増えたこと、これしか原因がないだろうと思い

ますが、それが増員の原因であったと感じているところであります。あまりに

も小さな期間のところで全てを語れというのは、ちょっと危険ではないか。そ

してうちの町が現在３,６００人という分母で１４２人も下がったという分母

が小さい中でそれをあまり極端な表現をしていくのは、違うのではないかと感

じております。平成２０年６月から平成２５年６月今朝ほど私も市町村振興協

会が出している人口統計で見ると、２０年６月そして２５年６月というところ

では、岩見沢市は２０年９１,８３６人が８７,１６２人ということで５．１％

の人口減少、月形町は４,０１１人が３,７０４人ということで７．７％の人口

減少、そして沼田町では３,８５２人が３,４１７人ということで１１．３％の

人口減少、岩見沢市はもちろん空知管内の中核都市として道を含めた国の機関

が全部入っている所でもあります。岩見沢市ですら５．１％ですし、推計を見

ていくと岩見沢市を中心として北に行くほど人口動態として人口比率が極端

に下がっていくというのが、推計結果から読み取れることでもあります。私た

ちの町であまりにも短期的に見る数字で、それをどのようにとらえているかと

いうことは、極めて危険なことでありますが、流入人口に対する流出人口がか

なり多かったのが実際のところだろうと思っております。また、４月から８月

にかけて随分減少していますが、今年の特徴的なことはお亡くなりになるお年

寄りも実は本年に入ってから例年を上回るかたちでお亡くなりになっている

ということも、一つの結果として出てきていることだろうと考えております。 
 
○ 議長 笹木 英二 暫時休憩いたします。   （午前１１時 ２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。 
                        （午前１１時 ３分再開） 
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○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 自然減も大きくあったというところでもありますし、

人口流出転入に対して転出が多いことについては、刑務所、教員の皆さん、福

祉施設これら全道・全国レベルで動いていく人たちが、やっぱり住む所の自由

として月形町に定住してくれないことが、大きな課題としてあるだろうと読ん

でいるところであります。今後の対策ということですが、私たちの町は他の町

に劣らない対策はやってきたと考えております。産業的には新規就農の受入れ

については、全道に先駆けて対応してきたと感じているところでもあります。

観光宿泊施設についてもかつてはホテルとはな工房と２つの目的の違う施設

を持っていました。そして、多くの町村で町立病院がなくなる状況の中で医療

の確保ということもやっております。教育部門についても中学校そして高校と

いうことでは３,７００人を切る人口で、道立高校を持っていることについて、

環境づくりとしてもしっかりやっていく。また、宅地造成・定住促進それらを

含めたときに、しっかりやっていると思っております。この急激なということ

ではなく今までもやってきた定住対策、人口を減らさないという意味で月形の

魅力を発信していくということをしっかりこれからもやっていきたいと考え

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、町長からデータを交えながらいくつかご説明い

ただきましたが、データの見方に問題があるのではないかというところがいく

つかあったので、そこをご指摘させていただきます。先ほど平成２０年６月か

ら平成２６年６月で空知の岩見沢・月形・沼田の減少率についてデータを交え

て説明されていましたけれども、その前段で町長が言われた月形町の場合は平

成２４年、平成２５年の人口が減らなかったのは、刑務所収容者増により刑務

官が増えたということで特殊な要因であると言っていました。その特殊な要因

を含む期間も含まれた中で減少率の話をここに持っていき、月形はそんなに減

っていないと言われていますが、これだと特殊な要因がかなりウエートを占め

られてしまうので、全体的な動向を見るときにはここの部分を除いてこうだか

ら問題ないということは、なかなか言えないのかなと考えます。それから私が

指摘した１年間の急激な人口減少について短期間でここだけを取り上げて問

題があると言われてもということでしたが、１年間というのは実は案外短い期

間ではなくて、ある程度のパターンが見えるわけです。一番通常と違うかどう

かというのは、人口動態パターンを見ながらパターンが崩れていないけれども

人口がそのままというのであれば、全体的な流れで自然減あるいは想定内の範

囲であると思われますが、平成２５年度のパターンは完全に崩れています。資

料は１枚しか提出しませんでしたが、過去からの流れを見ると本当にここの１
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年間の動きはかなり極端な動きを示しています。それから２６年度に関しては

もっとパターンが崩れていて、これは明らかに何か問題があるのではないかと

とらえられる兆候があると思います。やはり細々した動きをすぐにとらえて対

応していかなければ、行政として人口問題にすぐには何らかの対策が取れない

のではないかと考えます。それでデータですが、住民課から出ている物を５歳

刻みの年齢で発表しているものがありますので、それを元に私自身も少し分析

してみました。私がいただけるデータは転入転出の個別のものはないので、

月々の年齢階層ごとの人口データですから、転出がすごく多くても転入も多け

ればそこはゼロになりますので、正確な数字は把握できないですが、全体的な

傾向はある程度見て取れるということです。１年間に極端にそれまでの動向が

違うあるいは人口減少の大きかった層は、女性については２５歳から３０歳、

３５歳から４０歳、５５歳から６０歳が差し引き人口減少で大きかったです。

男子については３０歳から３５歳が比較的多かったということで、これはグラ

フの傾きを見れば分かりますが、そのような感じになっています。それから、

先ほど学齢期の子どもたちが町外に出ていくことに対する減少について言わ

れていますが、それについては少子化で絶対数が減っていますので、全体には

あまり影響していない。死亡者数が多かったといっても４月から８月までの下

数字を見ていただくと分かりますが、３３人減少のうちそれほど多くはないと

いうことで、例年より４人ぐらい多いですが、そこまで極端に多くはない、弧

のようなかたちで表れるほど多くないというのは、私自身、把握しているつも

りです。これらを踏まえて、私自身、何か影響がないかと思って色々と検討し

てみたのですが、その中で昨年１１月に大谷幼稚園閉園が決まったことが実は

大きいのではないか。１年間を見てここに書いてありますが、１年前の８月と

いうことでそこをスロットしましたが、特に１０月以降の落ち込みは大きいの

で、ここも何らかの影響があるのかな。もちろん元々秋以降は人口が減少しま

すので、元々のパターンもありますが、それ以上にそこが増えているのは大谷

幼稚園閉園が決まった後の動向が影響しているのではないか。実際に私のもと

には、幼児教育に関係して今までも質問していますし、それに関連して多くの

お母さん、保護者、お爺ちゃん、お婆ちゃんからも情報が寄せられる中で「幼

稚園がなくなるから月形には住めない。」「子どもに十分な幼児教育を受けさせ

たいので転出する。」「子どもが幼稚園に入る年齢になったとき、月形町の幼児

教育がどうなっているのか不安だから、現状で見通しが立っていない状況だか

ら転出したい。」という声が聞かれて、実際に知り合いの何家族か転出されて

います。これが全てではないと思いますが、幼稚園閉園の影響あるいは幼児教

育に関しての情報不足、見通しが保護者には不十分だったことも含めて、それ

が影響しているのではないかと考えるのですが、その点についていかがでしょ
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うか。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 年代別の数字それから幼稚園閉園決定により減ったの

ではないかということで、それらも要因の一つであると考えております。ただ、

今回の減を地域別でみると、北農場第２行政区２９人、赤川行政区２６人、市

南行政区２４人、市北行政区１９人ということで、全部が幼稚園や刑務所の問

題とはとらえると危険であると思います。現在までの刑務所官舎増設前の状況

もほとんどの刑務官が単身赴任でありました。奥さんと子供たちは札幌に居て

旦那さんだけが刑務所官舎に住むという状況が、今までも行われていたわけで

あります。ですから、１５０人体制のときの月形町の刑務官の定住率が６０％

というのが通例としての数字でありますから、そのおさえをしっかりしていか

ないと、これも大変、あれも大変であるということで、あまりにも短期的に対

応していくというのは、少し物の見方を誤るかもしれないことになるのではな

いかと思っているところであります。小さなお子さんいるお母さんのアンケー

トを見ると、もちろん幼児教育、幼稚園教育が大谷幼稚園の状況ではもっと足

りないというアンケートがあった。小児科がないから月形町に住めない。児童

会館がないので月形町に魅力がないということで、それでは、私たちの町で児

童会館が造れるか、病院内に小児科を置けるかということも含めて、全部に答

えられるわけではないというのが、実際に行政に携わる身として考えなければ

ならないことであると思っております。ただ、一番気がかりなのは、全道・全

国規模で動いていく人たちの動きということではなく、町内に生涯において就

職していくという意味では、改良区もしくは月形農協、商工会事務局の人たち

が、月形町に人が住んで組織が動いてそこで雇われる人たちがいるという状況

で、何人かが町外に出ていったというこれはあまりにも悲しい。移動転勤族と

しての先生はほとんど町内には住んでくれない、これは今の習性として仕方が

ないと思いながら、それについてはもう少ししっかり関係団体と協力していか

なければならないと感じていたところであります。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 今の答弁で生涯月形町に住んでくれると思っていた人

たちが町外に出ていくことが気がかりであるということで心情は分かります

けれども、月形町全体を見据えた場合、もちろん元々地元企業で就職されてい

る方の重要性はありますが、転勤族で移動する人でも町民には変わりないし、

そこに職場があるとすれば移動する人はいるけれど移動して入ってくる人も

いるわけです。そういう人をとらえきれていないこと自体が、町の魅力が足り

ない、そういう人たちのニーズに応えきれていないのではないかと思って、そ

ここそが人口減少を食い止めるとすれば、動く人を加味して取り込んでいかな



 16 

ければ、うちの町の人口はキープできないわけです。高齢化して長く住んでい

る方は、寿命がくれば亡くなってしまうので、外から来る人をきちんと取り入

れながら、移動があるかもしれないけれどその方々が単身でなく家族で来てほ

しいし、家族で来た方が何かきっかけがあって実際にお母さんと子どもが外に

出る、お父さんだけが単身になってしまうことを防ぐことこそが人口減少を食

い止める非常に重要なところではないかと思います。１番目の答弁で認識とし

て自由のある人が月形に定住してくれないという認識はあるということだっ

たので、じゃあ、なんで定住しないのかということの答弁が足りないと思いま

す。先ほど幼児教育について幼児のいるお母さんにとってみれば、確かに小児

科あるいは幼児センターということを上げたかもしれないけれども、先ほど町

長が言っているようにその人たちだけではない。刑務所の人、教員、福祉関係

全体にいるのだから、その方々がなぜここに住まないのかということの調査を

して、把握することも必要であると思うのです。町内に居を構えようとする人

は、最初に転入するときのチャンスは一度しかないと思うのです。その最初の

段階でもし住宅がないあるいはチャンスロスと経済用語では言いますが、来る

べきはずの人が来られないそこを外してしまったら、増える要素はないのです。

そういう意味でそこの分析、認識、データ解析も含めてそのことをすべきであ

ると思いますが、もう一度戻って質問します。先ほど町長は認識として全道規

模で動く人の定住が難しいと言われましたが、その要因はどのように考えてい

るのか。それと、色々な対策をしてきたと言われますが、特段ここ１年間の弧

のような下がりのときには、今までやってきたこと以上に何か新しい手だても

必要ではないかと考えますが、そこをどのように考えているか、お伺いします。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 最初に転勤族がうちに定住しない要因は何かという質

問ですが、私たちの町には小学校もいっぱいありました。そして、教員住宅も

たくさんありました。現在、教員住宅に入居している一般教員はほとんどいな

い状況になっております。それが転勤族の今や常識になっているわけでありま

す。岩見沢市の空知総合振興局における公営住宅に入居している部長以下の人

はほとんどいません。たぶん岩見沢出身ではない人たちは札幌からの転勤族に

なっている。私たちの町だけが抱える問題ではなく、全道各地においてそうい

う状況があるということは、ご理解いただきたいと思っております。北農場第

２行政地区のご婦人の皆さまと昨年・一昨年の暮れに話し合いをしました。そ

の時に言われたことは「児童会館がない。」「小児科がない。」ということで、

その時に言ったことは「岩見沢には小児科どこにありますか。市街地中心にし

かないです。美流渡地域にも幌向地域にもない、しかも幌向地域については救

急車も入っていないわけであります。もし子どもがひきつけを起こしたら岩見
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沢から幌向へ行って、もう一度岩見沢市内へ向かう、月形どうですか、月形の

市街地だったら１分、２分で行って、そこからすぐに岩見沢へ走れる。」私は

そういうことも含めたときの本当の意味での大切さについては、しっかりやっ

ています。そのことを魅力として感じとってほしいというお話しをしました。

金曜日にお話ししましたが、小学校、中学校、高校の教育環境は極めて素晴ら

しい、私の子どもを月形で育てたことで大変良かったという評価をいただいて

いるのは、子どもの年代で見ると幼児までのお母さんはかなり不満に思ってい

ます。でも、小学校以上のお母さんになると月形の教育は大変素晴らしいと逆

転する現象があります。幼児教育として行政ができる範囲内でやらなければな

らない。でも、幼稚園がないから幼稚園を造れと言われても現状では無理であ

ります。それをしっかり理解した上で過剰な投資をするなということは、宮下

議員が言われたことでもあります。過剰でないことでしっかりうちの魅力の説

明をしていくこと以外にないだろうと思っております。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 今の答弁で転勤族が町内に住まないのは、常識にな

っている、それから私たち町だけの問題ではないということを最初にされるわ

けですが、ちゃんと対策を打っている自治体もあるわけです。今、基礎自治体

がやるべきことは、自分たちの町の課題を解決するために施策を打っていくわ

けです。しっかりやっている魅力を感じてほしいということで、先ほど刑務所

の方々に説明されたということでしたが、実際にそこが伝わっていないのかも

しれない。幼児までの保護者には不満があると言っていましたが、その不満が

あってもしも町を離れてしまったら、小学校、中学校に入る子どもたちも減る

わけです。せっかく刑務官が増えることによって小さいお子さんも増えて小学

校の子ども数もかなり増えています。現実的に子どもの数も少し増えています。

けれども、今、予備軍となる方たちのところが不足しているのが実態であると

思います。それから、全体の話をしたかったのですが、町長は学校関係のこと

しか答弁がなかったのですが、福祉関係の人たちが月形に就職が決まっても年

度初めの４月に住居がなければ岩見沢や当別にまずは居を構えてしまう。結局

そこに住んでしまったら今更、月形に空きができたとしてもなかなか住むよう

にはならないわけで、そういう方々の住むチャンスをロスしていると考えます。

場所がないだけでなく古いなどの事情があると思いますが、そこをもう少し掘

り下げて政策で生かすようなやり方ってあると思います。つい最近、まちづく

り常任委員会で住宅政策についての話し合いがあったわけですが、独身で既に

公営住宅に入っていた人は、結婚するとなれば夫婦で入っている人は所得制限

があるから住めないけれど５年の猶予があって住むことは可能であるけれど、

独身で町営住宅に入れる人は限られていて、独身の段階で外された人は、結婚
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するから新しい住居を求めたいと思って公営住宅を申し込んだけれど、そのと

きにまだ結婚前だったら夫婦２人共働きで所得要件に合わない、そしたら入れ

ないのです。それでは新居をどこに構えるかといったら町内は難しいから町外

にする、結局そういう人生の機転のところでうまく月形に住んでもらえるよう

なかたちになっていないのが現実であると思います。そこを含めてもう少し解

析を進める、聞き取り調査も含めてやってほしいと考えています。 
（宮元議員 午前１１時２６分退席） 

  この１年間の減少が短期的にそれだけを見て言うほどのことでないという

とらえ方は、非常に悲しいです。物事が動いている状況をすぐさに判断して、

先ほど楠議員の答弁でもあったように、これからは時代の変化が激しいから対

応力を磨いていかなければならないとされていたのであれば、１年というスパ

ンでこれだけの動きがあったということは、動きに値する事態であると思いま

す。そういう意味で独自に何か、今までやったことについては、よく分かりま

すが、今までやってきて６０人ぐらいで流れてきたのが、特にこの１年間これ

だけ激しい減だったら、やっぱり新たな検討をはじめるあるいは何かしら動き

があってもいい、それから次にここがとらえどころだなと思うなど、何かしら

動きを見てほしいのですが、そこも含めてできれば前向きな話を伺いたいので

すが、宜しくお願いします。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 何が前向きかよく分かりませんけれども、私は統計を

見るときに分母が小さい中でこの数字をとらえて大変だということが、一つに

は大変である。日本創成会議の数字の見方もあらゆる市町村が問題視するのは

分母が小さい中でこの数字を当てはめて３０年後に消滅するということと、宮

下議員の話は少し似ているところがあると感じているところであります。公営

住宅については、公営住宅法を曲げて住まわせるということであれば、それは

また違う話であります。月形町の公営住宅もかなり空き戸数があるという実態

であります。岩見沢市の状況も見ての通り少ないと言いながら５％の人口流出

で人口が減っているという中で、岩見沢市においても住宅状況はかなり緩くな

ってきている。それらがうちの町ではない全部の町でそういうことが起こって

いるという状況の中で、うちの町だけがウルトラＣのアイデアを出して、それ

を何かやりなさいということは、分析もしっかりやっていく、対策も考えて行

かなければならないことですが、そのことを持ってして闇雲に住宅を建てる、

１人なんぼお金を出すということは、危険であるということです。 
○ 議長 笹木 英二 ４回終わりました。 
○ 議員 宮下 裕美子 最後に１回だけお願いできませんか。 
○ 議長 笹木 英二 どのような質問ですか。 
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○ 議員 宮下 裕美子 今、公営住宅法を変えては無理、統計の話も含めて

町長が答弁したところで、どうしても確認しておきたいところがあります。 
○ 議長 笹木 英二 宮下議員の場合、いつも１回、２回オーバーして許可

しているけれども。 
○ 議員 宮下 裕美子 すいません。お願いします。 
○ 議長 笹木 英二 これで質疑を終了します。同じような答弁内容でもあ

るし、今、宮下議員とのやり取りを聞いて、他の議員も聞いて分かっている

と思いますが、１４２人の大幅な減少に対して町は何も検討していないと聞

こえたのですが、これは、やはり午前中に人口減少問題の質問者が出たよう

に、人口減少は１人、２人でも気になるものであると思います。亡くなった

方がそんなに多くないのにこれだけ減少があるということでは、何か原因が

あると思います。これに対してはきちんと原因を把握することぐらいはする

べきなのかな。それから、先ほど宮下議員が言っていたように幼稚園の閉園

決定とともに「幼稚園がなくなるならここに住めない。」ということも、実際

昨年２、３人から聞いております。それも原因しているかもしれないし、１

年間で１４２人の減少があったことについては、町側としても原因を調べて

検討していただきたいと思います。 
 
○ 議長 笹木 英二 暫時休憩いたします。   （午前１１時３２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） 
         （多田農業委員会会長 公務のため午後欠席の旨報告する） 
 
○ 議長 笹木 英二 堀 広一君 
○ 議員 堀  広一 先ほど宮下議員の一般質問の発言で、質問の要旨ある

いは通告書とかけ離れた内容の発言があり、宮下議員以外の議員に対して不

適切な発言があったと思います。これにつきまして、修正と議事録の削除を

願い入れます。 
○ 議長 笹木 英二 これについては、ここで聞き及び、全員協議会におい

て再度協議したいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 堀 広一君 
○ 議員 堀  広一 了解しました。 
 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君、順番２に入ってください。 
○ 議員 宮下 裕美子 ２番目の質問に入ります。２番目は、認定こども園

開設に向けた準備作業のスケジュールと進捗状況について、お伺いします。月
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形町では、今年５月の臨時会で認定こども園開設準備予算がつき、平成２８年

４月開園に向けた準備がスタートしました。一方、国からは平成２７年４月か

ら始まる子ども・子育て支援新制度の概要も少しずつ示され始めています。例

年９月は次年度の幼稚園入園申し込みの開始時期でもあり、幼児教育を考える

保護者は様々な情報を集めている段階です。月形町においても平成２８年４月

から開園する認定こども園の状況や情報を提供することは、非常に重要である

と考えます。認定こども園開設準備のスケジュールや進捗状況などを伺いたい

と思います。なお、今定例会第１日目９月５日の教育委員豊田揺子氏の同意案

質疑の際に認定こども園の所管は保健福祉課だから全く問題ないという町長

答弁があったわけですが、どの段階から保健福祉課が所管することになるのか

も重要なポイントですので、合わせて答弁をお願いします。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 後からの質問で、認定こども園は保健福祉課が所管す

ることについては、来年９月もしくは１２月に条例改正を予定していますが、

そこから保健福祉課がやると理解していただきたいと思います。それでは、最

初の答弁についてお答えさせていただきます。５月臨時会において議決いただ

きました開設準備、事業執行予算について、６月４日に月形町から町長、副町

長、教育長、社会福祉法人札親会から理事長、理事、学校法人月形大谷幼稚園

から理事長、理事で構成する開設準備委員会を発足いたしました。今後の開設

準備にあたりそれぞれの立場で協力体制を確認いたしました。現在は教育委員

会と保健福祉課が主となり、札親会、大谷幼稚園がそれぞれの担当者による幹

事会を置き実務作業を進めております。具体的な準備作業内容につきましては、

教育長に答弁させます。 
○ 議長 笹木 英二 教育長 
○ 教育長 松山  徹 認定こども園の開設準備の進捗状況について説明さ

せていただきます。開設準備委員会の発足を受けて準備を進めております。開

設準備業務については、札親会と業務委託を締結しており、実務を進める上で

認定こども園の作業内容についての確認と具体的な準備作業の手順等につい

て共通認識を図るために視察研修を実施しております。視察先は妹背牛町・奈

井江町の２町の認定こども園において、施設、設備の改修も含めて現場の実情

などについて視察研修しております。また、子どもたちの合同での交流や活動

については、それぞれの園の視察も含め年間１０回程度の活動を計画しており、

かつその合間で両園の先生方が評価や話し合いを行うようにしております。交

流や活動日程については、それぞれの園だよりに掲載しています。第１回目は

８月２６日に実施しており、その際の内容についても園だよりに掲載するよう

指示するところであり、幼児を持つ保護者には連絡また意見をもらいながら進
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めて行きたいと考えております。この後９月に１回、１０月に２回、１１月に

２回、１月に１回、２月に１回それぞれ予定を組んでおります。さらに平成２

８年度の認定こども園開設については、広報４月号及び冊子「わたしたちのま

ちづくり」において月形町の方針について周知しています。今後のスケジュー

ルについては、開設準備組織等で協議を重ね、保護者等へのニーズ調査や視察

研修などそれぞれの園並びに保護者等のご意見をいただきながら進めてまい

ります。現施設及び設備内容の確認、一部改修実施設計予算の計上に向けた計

画についても、合わせて進めてまいります。また、認定こども園開設に係る全

体の実施計画についても、国の動向を注視しながらなるべく早い時期に保護者

と対象者への説明準備を進めていきたいと考えています。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 今は概略的な説明だったので、もう少しスケジュー

ルについては詳しくお伺いしたいのですが、開設準備委員会が立ち上がって開

設準備については、札親会に委託業務して進めているということでしたが、保

護者を交えた視察や意見を聞く会など予定していることはいくつもあって、そ

れは最初の臨時会で本年度の計画の説明のときに合同保育は１０回程度とい

う説明もあったし、保護者を交えた視察や意見を聞く会を開催する、工事関係

で検討することがあれば合わせて計画して進めることなど全体像は分かって

います。そうではなく５月に決めて４箇月経過しているわけですから今年は半

年しかない中で、あの時に本年度の事業として上げたいくつかの事業がありま

すが、保護者を交えた視察や意見を聞く会あるいは北翔大学との連携協定を活

用した活動、工事関係では今年度はどのあたりまでやるのか少し見えてきてい

ると思うのです。それから、一番大事な教育目標など認定こども園がどうある

のかという基本的なところが、今の説明だと準備委員会を含めた札親会にお任

せしている感じだったのですが、町が把握しているどのようなスケジュールで

行うのかということ。本年度は半年しかないので、そこをもう一度、説明して

いただきたいと思います。それと、国の動向を見ながら今後について説明する

ということでしたが、公定価格については試算ソフトがすでに内閣府のホーム

ページで公開されていますので、それを使ってある程度概略も少し見えてきて

いると感じるのですが、それはどのように対応しているのでしょうか。 
                   （平田議員 午後 １時３６分退席） 
  国の新制度は、平成２７年４月からスタートするので、今年６月ぐらいか

ら急ピッチで情報が出てきていると見ているのですが、私はホームページから

しか見られませんけれど、実際に業務を担当している方はもう少し早い段階の

情報などを得ていると思いますので、そこも含めてお答えいただきたいと思い

ます。 
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○ 議長 笹木 英二 暫時休憩いたします。   （午後 １時３８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。 
                   （平田議員 午後 １時３９分入室） 
                        （午後 １時４０分再開） 
 
○ 議長 笹木 英二 教育長 
○ 教育長 松山  徹 先ほどの答弁と重複する部分があるかと思いますが、

今後のスケジュールについては、開設準備委員会等で協議を重ねて保護者等の

ご意見も聞いてということで、今、お話しされた研修会などは進めて行きたい

と思っていますが、合同で行う交流や活動については、先ほど言った１０月に

２回、１１月に２回、１月に１回、２月に１回に行う日時はすでに両園と調節

して両園の先生方で指導案の交流も合間で進める手だてになっております。た

だ、認定こども園については、方向として位置づけは確かに国でやっています

が、それに伴う予算に係わっての内容が随分動いていると考えています。条例

の制定には定員を決定しなければならないのですが、定員については子ども数

の推移やニーズ調査などに基づいて検討しなければならないと考えています。

通常、他市町村の例を見ると４月設置のときは前年１２月議会で決定されてい

る所が多いと見ております。逆に９月議会で条例を決定した自治体もありまし

たが、その後制度変更があったと推測するのですが、３月議会で修正案を提出

した自治体もあり、今のところ消費税がらみもあってまた２７年度から動きも

変わってくるのかなと、もし、うちの町が２７年４月からということなら、早

急に動いて行かなければならないと思いますが、２７年度でもちょっと不確定

要素があるかと思っています。平成２８年４月開園なので、可能な限りなるべ

く早い時期に情報提供して行きたいと思いますが、入所申請その他入所のため

に必要な準備行為は、条例施行前でも行うことができますので、そのことをや

って行きたいと思っています。以下詳細については、保健福祉課長より答弁さ

せます。 
○ 議長 笹木 英二 保健福祉課長 
○ 保健福祉課長 平田 京子 はじめに子ども・子育て支援新制度ですが、

国から情報が流れてきております。町民の皆さまにも今後広報や町のホームペ

ージを通じて周知していく準備を進めているところであります。大きく変わる

ところは、保育の必要性の認定を今年度から始めなくてはならないので、その

部分でシステムを導入して準備を進めているところであります。施設の改修に

ついては、担当者レベルで教育委員会と保健福祉課の担当者、産業課担当係長

が、現地保育所へ出向いて必要な部分ということで調整を始めているところで
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す。今後、準備委員会の皆さんの意見も聞きながら開始について必要なところ

がどういう部分なのか調整しながら実施設計なども必要であると思いますの

で、それを含めて準備を進めて行きたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 答弁漏れがあります。教育長の答弁で北翔大学との

連携協定を活用するところは、どのあたりまで進んでいるのか。保護者を招い

た施設研修や意見を聞く懇談会は、日程的にどのあたりにあるのか、保護者に

とって今は全く動きが見えないので、どうなっているのかということを聞くの

で、そこがどのような設定になっているのか、お伺いしたかったのです。 
○ 議長 笹木 英二 教育長 
○ 教育長 松山  徹 北翔大学との連携につきましては、花の里保育園園

長と大谷幼稚園副園長とそれぞれ連絡を取って、先刻の８月に行われた花の里

保育園の夏まつりに北翔大学の学生６名がボランティアで参加しております。

その時に大谷幼稚園にも声掛けしたのですが、私どもは実習生も抱えていると

いうことで断られた経緯もあったので、その後また、北翔大学の関連施設や北

翔大学でも関連施設の大麻幼稚園にも連絡を取って、よろしかったら１１月だ

ったと思いますが保護者も交えて運動会の見学してくださいということで、し

ているところですので、両園の先生方と学校でいう２学期でそのような視察研

修ができればということで、調整しているところであります。保護者の意見を

聞く会については、両園の先生方と話を進めているところで２学期に行う予定

であります。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 もう１点、保健福祉課長の答弁でも答弁漏れがある

のですが、公定価格の試算表がすでに公開になっていますが、それについて担

当課ではどのように対応しているのか。 
○ 議長 笹木 英二 保健福祉課長 
○ 保健福祉課長 平田 京子 情報はきていますが、試算は詳細には行って

いない状況です。国からどんどん情報が流れてきている状況です。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 今の答弁で大体の進みぐあいは分かったのですが、

２学期から年末までの間に色々な動きがあるという感じを受けましたので、ぜ

ひ早い時期にそれらの情報の提供、先ほど教育委員会が言われた視察や合同保

育についても、早い段階から日程が決まっているのであればどんどん打ち出し

ながら、今、町がしっかり動いているところを保護者に示していただきたい、

それは最初に言ったように９月から来年度の私立幼稚園の入園の動きが始ま

っている状況で、保護者にはそれは選択肢の一つで町としてはこんなかたちに
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なるよ、２８年４月からの認定こども園はこのようなかたちだから、それに向

けてこのような動きがあるということが新材料になって、ゆくゆくは町内を利

用するということにもなりますので、情報の提供は積極的に行っていただきた

いと思います。それで、今、開設準備を進めているわけですが、その時に最初

の答弁で町長が、来年度認定こども園の条例ができたときから所管を保健福祉

課にするということですが、私は今まで一般質問をやって色々な審議の答弁か

ら教育委員会がずっと担当するものだと思っていました。それは、５月の第３

回臨時会で開設準備の補正予算審議時には教育振興費として計上されていま

す。その時、楠議員が質問しているのですが、町長答弁で「教育委員会が中心

となってやるところは間違いのないところだ。」と言われています。それから、

認定こども園が始まるにあたって大谷幼稚園が閉園するところから今回、認定

こども園となったわけで、月形町の幼児教育はどうなるのかという保護者の声

と心配からの流れだったのではないか。大谷幼稚園が行っていた幼児教育を担

保するために教育行政を預かる教育員会が担当部署になったという流れとし

て認識していて、保護者からも教育委員会が中心になってやるのなら幼児教育

に対してきちんとした対応をしてくれるということを、幾度となく聞いていま

す。このような状況ですが、保育所型認定こども園、認可保育所花の里保育園

がその施設を使って認定こども園になるわけですから、保健福祉課が所管する

ことも理解できるのですが、今は教育委員会が臨時予算を付けて行っているの

で、それが保健福祉課へ移るところは、どのように理解すればいいのか、私と

してはちょっと難しいのです。それから、教育委員会の係わりとして保護者が

育児教育ということを重く考えているとこれまでの色々な係わりで考えてい

るのですが、そういう意味で教育委員会はそれも含めてどのようなかたちで係

わっていくのか、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 先ほどの答弁で言葉が足りず訂正させていただきたい

と思います。保健福祉課が担当する部分として条例改正提案それから認定申請

書の協議そして提出これら準備に係わることについては、保健福祉課が対応し

てやっていくということであります。基本的な大枠として進めていく制度の係

わりにつきましては、開所するところまでは教育委員会、保健福祉課それぞれ

が協議をしながら進めていくという答弁に改め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 教育委員会との係わりについては。 
○ 議長 笹木 英二 今後のことですか。これからの係わりを聞きたいのか。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 今までの流れと予算の付け方から教育委員会主体で
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ずっとやっていくと思っていたのですが、金曜日の答弁で条例を制定してから

保健福祉課が所管になるということだったので、教育委員会としては、今後準

備その後も含めてどのようなかたちで係わっていくのか、お伺いします。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 条例の制定から保健福祉課がやるという最初の答弁は、

訂正させてくださいということで、今申し上げたつもりでした。認定申請これ

ら事務的なこといわゆる認定こども園となっていくときの対外的な申請行為

については、保健福祉課が議会の対応、お金の部分の条例改正については、保

健福祉課がやっていくというのが実際であります。今までのかたちで保護者と

の係わりについては、教育委員会と保健福祉課がそれぞれ連携を取りながらや

っていくということで、答弁を訂正させていただくということであります。 
○ 議長 笹木 英二 それに対して教育委員会がどのような係わりを持つか

ということは、開園と同時なのか、これからのことを聞きたいのか、どちら

ですか。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 開設準備委員会で保護者と先生方を含めて全体の教

育目標などを含めたソフト部分は、教育委員会の担当になるということですか。

両課一緒にやるといっても最終的な責任部署はあるはずです。先ほどの町長の

答弁で対外的な認定手続きは、保健福祉課が担うということでしたが、ソフト

的な部分は両課一緒にやるということですか。そこの所管はどこになるのか。 
○ 議長 笹木 英二 教育長 
○ 教育長 松山  徹 教育委員会、保健福祉課の明確なところは先ほど町

長が言われたことであると思いますが、方針、指導計画などは両園の先生方や

保護者を交えた開設準備組織でやるのがベストに近い状態ができるだろうと

思っていますので、どこが責任を持ってということは開設準備組織できちんと

話し合ってやっていくものと思っております。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 開設準備組織はどこに置かれているのですか。開設

準備組織の事務は、教育委員会が担当しているのですよね。 
○ 議長 笹木 英二 教育長 
○ 教育長 松山  徹 現在、事務局は教育委員会で持っております。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 一つ提案も含めてこれからの開設準備に係わって教

育委員会のご意見も伺いたいし、町長のご意見も伺いたいと思います。認定こ

ども園開設にあたって今まで何回も色々な場面で質問してきました。その時に

認定こども園開設にあたって何か一番大事なのかということですが、町長は
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常々保護者にも子どもたちにも不安を与えないようなスムーズな移行が重要

であると言ってきました。このことは私もすごく重要であると思いますが、必

ずしも一番大事なことで最優先されるべきことではないと考えています。保護

者が不安に思っているのもこの部分なのではないか、スムーズな移行がもちろ

ん必要ですが、その前に理念や目標、目的ですが、確かに認定こども園開設後

すぐは相当混乱すると思います。子どもたちも慣れないし、もちろん保護者、

先生方もそうだと思います。しかしながら子どもたち自身の適用性は非常に高

くて、何箇月もしないうちにその場に慣れていくと思います。大人が思う以上

に早いスピードでやっていきますし、子どもがある程度落ち着いてくれば保護

者も落ち着き、それが達成できればそれを見る先生方も落ち着いてくると思い

ます。このことは１５年前に季節保育所から花の里認可保育園ができたときに、

やはり全然システムが変わる、様々な取り組みを保護者もやらなければいけな

かった、色々と最初は圧力があったりしたけれど、子どもたちの楽しい姿を見

ていたら、すぐにこういうのが教育、保育のかたちなのかということを皆さん

理解して、積極的にそこに係わるようになり、とてもよい花の里保育園ができ

たと認識しています。それから、小学校が統合されるとき、札比内小学校は月

形小学校に統合されたのは最近のことですが、他の複式の学校が統合するとき

も、不安は皆さん抱えていたけれども、子どもたちが最初に学校に慣れて、そ

のことによってＰＴＡや地域も慣れていくことだと思います。スムーズに移行

が行われることは大切だけれど、数箇月後には一つ目標が達成されて、その先

何を目標にしたらいいのか、目標を見失ってしまうのではないかと思います。

結局、一番大事なのは、月形町の幼児教育のあり方であって、具体的には理念、

目標、目的の設定ではないか。このことは最初に大谷幼稚園が閉園すると決定

したときに保護者の皆さんが言っていたことは「月形町の幼児教育はこれから

どうなるの。」それはまさしく理念、目標になるわけです。そういうことがき

ちんと掲示されることで保護者も安心するし、子どもたちの未来像として認定

子ども園が開設されたその時のことではなく、その先の我が子の姿あるいは自

分たちの係わりというのもイメージできて「よし、月形の認定こども園に子ど

もを預けたい。」ということになると思います。私自身がもし今小さい子ども

がいて預けるような立場だったら、本当にそこが重要であると考えているので

すが、今の段階ではまだそこが見えていないので、そこをより一層、強化しな

がらできるだけ早い段階で明確あるいは保護者の意見を十分に聞くことをし

ながら作り上げていく作業が、もっとも重要ではないかと思いますが、それに

ついて町長と教育長のお考え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 まさにその通りであると思います。札比内小学校と
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月形小学校が統合しても子どもたちの姿は変わらず生き生きと活動していま

す。札比内小学校と月形小学校が統合する１年間の交流は４、５回だったと思

っています。その中で大きく環境が変わったのは、見事に統合したときに子ど

もたちは議員言われるように仲良く円滑に統合できたと思います。月形町にお

いてそこは大変上手な部分であり、地域・保護者も係わっていると思っており

ます。事務局として両園に係わって園の保育や活動を見学して、先週ですがそ

の後の両園の保護者の様子ということで、子どもたちや保護者の一番近い立場

にいる両園の先生方にお話しを聞いてみました。大谷幼稚園からは、直接行き

先が決まったので園だより・子どものお便り帳や送迎で直接認定こども園の不

安などを申して来る人はいませんということでした。１学期末に例年取り組ん

でいる保護者アンケートをおこなったということで、新たに認定こども園に向

けて意見があれば記入してくださいという項目を起こしましたということで、

通園バスを利用できるようにしてほしいという回答が数名、保育料が安くなれ

ばいいですねという回答が数名いたということで、後は特段何も意見はなかっ

たということで、これは町民説明会でも出ていたことであると思っており、私

どもは了解したことであると思っております。花の里保育園へ行き先生方に聞

いたところ、意見・要望はないということで、あたたかく見守ってくれている

感じであるという言葉をいただいておりますので、いつでも保護者や子どもた

ちから意見があったら両園の先生方にも聞いていただき、私どもにもぜひ直接、

連絡くださいというお話しをしたところであります。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 先ほどの質問で認定こども園になったときの教育理念、

目標はどうするのかという質問だったと思います。現在、保育所においては保

育に対する目標を掲げてやっていますし、大谷幼稚園につきましても教育目標

をしっかり定めてやっていると思っていますので、それら２つを合わせたとき

にどういう教育目標にするのかということについては、これからじっくり審議

しながら進めてまいりたいと思っているところです。 
○ 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。質問はないのですが、保護者の意見

を聞くにあたって、保護者というのは在園児のみだけではないということだけ

は忘れないでください。 
○ 議長 笹木 英二 教育長 
○ 教育長 松山  徹 はい、承知しております。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 ３番目の質問に入ります。月形小学校の運動場の維

持管理についての質問を行います。まず、現在の状況をお伝えしたいと思いま
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す。月形町立月形小学校のグラウンドのトラック部分は、現在きれいに整地さ

れている状態になっています。しかし、２学期が始まる前日の午前中まではト

ラック部分が草に覆われ、学校周りの道路から見ると一面緑色で、どこがトラ

ックか分からないような状況でした。かろうじてトラックの存在が分かるのは、

中央フィールド周りに子どもたちが１列で走ったと思われる集会の跡がある

部分のみ、そこだけ踏み跡で砂の地面が出ている状況でした。よくよく思い返

してみると６月３０日交通安全１０００人パレードがあったわけですが、カラ

ーガード隊の演舞を月形小学校のグラウンドで見ました。その時すでにトラッ

クに草が目立っていて、フィールドあるいは皆さん観客席にしていた国道側の

草地も草刈りがされていない状況で、カラーガード隊の方々の白いブーツがこ

ちらから見ていても草が映るような状況で、とても申し訳ない気持ちになった

ことを思い出しました。それがこの春からつい最近８月１８日までの状況だっ

たわけです。教育委員会の役割としては、法令的にも規定されているとおり学

校の管理は教育委員会の管轄になるわけです。基本は当該学校の校長の責任で

行われるわけですが、それが十分でなければ教育委員会が指揮監督すべき事務

に当たります。月形小学校運動場の状態は、多くの町民の目にも触れており、

実は色々な所から話も伺っていますし、その後、何回か見に行っている間に「き

れいになったね。この前まで草がぼうぼうだったね。」という話を聞いて、皆

さん気にされていたと感じました。質問ですが、教育委員会はこのグラウンド

の状況をどの程度把握し、どういう対処を行ったのか、お伺いします。 
○ 議長 笹木 英二 教育長 
○ 教育長 松山  徹 質問にお答えいたします。まず教育施設が適切な状

態であるかということについては、学校と連携を図って把握に努めるとともに、

教育活動や行事等参観する中で私どもも把握しております。グラウンド等の草

の状況については、管理を委託している業者には現地を見て整備するように指

示していますし、特に運動会や学期の始まりなど節目では学校の先生方にも協

力いただき、また教育委員会も手を加えながら集中的に行っております。今回

は２学期始業式の前日の午後に教育委員会の職員も手を加えてグラウンドの

草刈りを行いました。また、このたび委託業者とお話しして草を刈っただけで

はすぐに生えてくるので、根から抜こうということになり委託業者で人員を増

やして数日間を掛けて根から草を抜いたところであります。今後も委託業者と

連携を図りながら気を付けていきたいと考えております。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 まず、今の答弁で、運動会と学期の始まる前は集中

的に行っているということでしたが、確かに運動会前と始業式前日にやったわ

けですから、学期の始まる前はきれいになっていたのですが、それ以外に授業
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でグラウンドは使っていると思うので、その時の状況としてあれはちょっとな

いのではないかと思うほどの草のひどさだったわけです。私もびっくりするほ

ど草が生えていたのですが、それに対して教育委員会は何も把握していないわ

けですか。行事の時に行って把握しているというけれど、学校生徒は普段の授

業で使うので、その時に支障がどう考えてもあれは出ていると思いますが、草

だらけのトラックの授業ということに対して、前もって対応ができたのではな

いかと思います。その点について次の答弁で必ず答えていただきたい。それか

ら、今の答弁で、対応としてグラウンドの草刈りをした、委託業者が手を掛け

て草を抜いたということですが、重機が入って表面の土をはぐようなかたちで

対応したと聞いていますし、重機が入ったことは聞いているし実際にそういう

かたちでやっていたと思いますが、グラウンドの草を刈って後は業者が手をか

けて草を抜いたというのと、重機が入ったというのは全然違う行為だと思いま

すが、教育委員会はグラウンドの草刈りと委託業者が手をかけて草を抜いたと

認識しているのですか。実際に現場で行われていたのは、そういうことではな

いのです。その２点について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 重機は町の機械でその労力は業者のボランティア、

燃料代は学校の予算から支出しております。その後、委託業者と再三お話しし

て、草を刈っただけでは草が生えやすいグラウンドであるということで、委託

業者の責任範囲でお金を掛けないで人員を増やして草を根から抜いていった

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 普段の体育の授業でもグラウンドは使っているので、

あんなに草が生えている運動場でちゃんとできるのですか。その把握と対応は

されていなかったのですか。 
○ 議長 笹木 英二 教育長 
○ 教育長 松山  徹 それは学校と連携を図って、運動場前だけないです

から、節目には業者にお話ししておりますが、それが実際に作業する者にどの

程度伝わっていたのかということで、今回はかなりきつく業者と協議したとこ

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 重機で行ったということで、最初の説明と今の説明

では違うのですが、どうして違う説明をされたのか分からないのです。 
 
○ 議長 笹木 英二 暫時休憩いたします。   （午後 ２時１４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 ２時１５分再開） 
 
○ 議長 笹木 英二 教育長 
○ 教育長 松山  徹 最初の答弁で答弁漏れだったと思います。申し訳ご

ざいません。最初に機械を入れてということで、労力は町の重機で業者のボラ

ンティアで、それを最初に運動会の前日の午後に行っております。 
○ 議長 笹木 英二 グラウンドの状況は学校の先生から連絡がくるのか。

どのような管理になっているのか。 
○ 議長 笹木 英二 教育長 
○ 教育長 松山  徹 実際に学校の先生が直接現場に行って、グラウンド

など使うので、何かあれば連絡をいただく体制になっていますし、こちらから

も声を掛けております。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 学校の先生から連絡をいただいてということですと

学校が管理を十分にやっていなければ、いつになっても連絡がくるわけがない

です。今回問題なのは授業でグラウンドを使うために常にグラウンドは、子ど

もが体育の授業をするために常に適切で良好な状態に管理しなければならな

いという文言があるわけです。草があれだけあるから運動会前と始業式にはき

れいになっているけれど、その他授業で使うときもきれいになっていなければ

いけないと思うのです。普通はそのようになっているはずです。そのために用

務員がいて常々きちんと管理しているわけです。そこでトラックの表面の土を

はいで草を取ったと思いますが、表面をはいで問題ないのかということが一つ、

どの程度はぐようなかたちにしたのか。草がなくなってすぐは見た目に良好な

状態であると思いますが、実際に作業が行われた３週間後の昨日見たら、すで

にトラックの端の方に草がポツポツと出ている状況になっていて、姑が障子の

桟を拭くつもりで見ているわけではないけれども、適切な管理をするというの

は、どのように思っているのか。先ほど言った重機で表面をはいでその後業者

が手を掛けて草を抜いたということを言っているなら、きちんと管理されてい

ると思ったのです。もし、あまりにも広すぎて管理が行き届かないというのな

ら、トラックの地面が出ている部分をある程度制限して、授業に使う最低限の

トラック周りの所だけするなど、色々やり方もあると思うのですが、現状では

時間が経過したらまたあっという間に草が生えてまた重機ではがすなど手を

かけなければいけない状況になると思います。それについて、日常の体育授業

のときに支障がなかったのか。そのときに実際に草だらけの所を管理しきれて

いなかったと思うので、これを教育委員会はどんな認識で、いくら業者に働き

かけたといっても、やっていないなら良好な状態を保っていないわけです。本
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来一番重要なのは、業者に働きかけたかどうかではなく、その現場を子どもた

ちが使うのに良好な環境に整っているかということが重要だから、そうしたら

教育委員会は仕事が足りなかったのではないか思います。それと先ほど言った

現在はいだ後少し草も生えてきているし、結局その後の管理が１回やって終わ

りではないので、それをどのように考えているのか、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 学校から教育活動に支障があるという報告は一度も

ありません。私どもも声を掛けたりしております。先ほど学校からくるだけで

はないのかと言われましたが、私どももこちらから声を掛けてアプローチはし

ております。子ども数も昔から比べると減っているし、先生方も工夫してグラ

ウンドを使っていると思っています。それと作業は１回やったら終わりと申し

ておりませんので、今後も委託業者と相談して直接用務に当たる者と話し合い、

良好な状態になるように管理して行きたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 今、学校から支障があると言われていないというこ

とですが、教育長自身があれを見て支障がないと思っていたのですか。普通に

自分の子どもを学校に通わせているときは、あんなトラックの状態になったと

ころを見たことがないし、周りで見ている町民からも「今年は草がひどいね。

学校のグラウンドどうしちゃったの。」という声をたくさん聞いているのです。

一般の人もそのように思っているのに、学校で支障がないと言っていればいい

という問題ではないと思うのです。何をもって良好な施設の環境を整えている

のかというのは、それは違います、感覚かもしれないけれど、草が生えている

状況は明らかに良好ではないでしょ。グランドは授業でも使っていますが放課

後も使っているし、基本的に常にトラックはトラックとしてすぐに使える状況

にしておくのが、教育委員会の努めであると思います。私の言っているのが伝

わらないのか知りませんけれども、学校がこれでキープできると言ったところ

で、明らかに今までより管理が落ちていれば、教育委員会がきちんと指揮監督

するべきではないのですか。もう１点、２６年度当初予算で小学校管理経費の

うちの月形小学校管理関係業務は８１８万５,０００円の予算が付いていて、

昨年と比べて増えているけれど、それは検査業務が増えているからということ

でした。その中で２５年度までは用務員と清掃員の業務について単価がアップ

しているので、ここ２、３年ずっと継続的に増えている。単価のアップもある

程度他の嘱託などの様子や委託事業のことも見ながらそれぞれの用務員の単

価もアップしてかたちを整えながら委託もしているわけです。このように予算

を付けてきちんとやっているはずなのにきちんと業務をやられていなかった

ら、もっときちんとやってもらえるように教育委員会が所管としてやるべきで
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あると思うし、今の状態で私たちはとってもちゃんとしているとは思えないの

ですが、そういう意味で教育委員会がもっとリーダシップを取って、常に良好

な状態で施設が利用できるようにするべきであると思いますが、どうですか。 
○ 議長 笹木 英二 教育長 
○ 教育長 松山  徹 委託業者ときちんとお話しして、今回、保護者から

もそのようなお話しもなかったので、今後、きちんとやりたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 了解しました。 
○ 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２５分散会） 

 
 


