
 1 

○ 議長 吉田 義一 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、

会議は成立しました。 

３日に引き続き会議を再開します。          （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 吉田 義一 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 

の両君を指名します。 

 

◎ 日程２番 一般質問 

○ 議長 吉田 義一 日程２番 これより一般質問を行います。一般質問は通告順に

従い発言を許します。尚、発言時間について申し上げますが、会期の都合により本日

の質問についての各議員の発言は、会議規則第５６条第１項の規定により、それぞれ

の議員から通告のあった時間内とします。 

 

○ 議長 吉田 義一 順番１ 宮元哲夫君、発言を許します。 

○ 議員 宮元 哲夫 質問に先立ちまして、この度の地震により壊滅的な被害に遭わ

れた被災地の方々に、一言お見舞いの言葉を述べさせていただきます。地震発生から

今日で４日目を迎え、被害の状況が次々に明らかになるにつれ、巨大地震がもたらし

た災害は被災地だけにとどまらず、我が国の経済界にも大きな傷跡を残す結果となり

ました。津波によって破壊されていく町並みはとても言葉では言い表せない想像を絶

する悲惨なものでありました。幸いにして我が町は今回の地震による被害は無かった

ものの対岸の火事として受け止めず、防災意識や危機管理の教訓として役立てていた

だきたいと思います。今回の地震で犠牲になられた御霊に対して心からご冥福をお祈

りすると共に、未だ行方が判明していない方々の一刻も早い救出と復興を願い、合わ

せて被害に遭われた方々に衷心よりお見舞い申し上げます。終わりに今回の地震によ

り壊滅的な被害に遭われた被災地に対し、月形町として出来る限り最大限の援助、手

を差し伸べていただきたいと思います。何とぞよろしくお願い申し上げます。 

  さて本題に入りますが、通告に基づき教育行政執行方針について教育長にお伺いい

たします。 

  本町の教育行政執行方針で国旗・国歌の取り組みについては一言も触れておらず、

教育委員会として各学校に対し、国旗・国歌についての対応はどのように指導してい

くのか、見解をお伺いいたします。 

  昨年、第１回定例会において前教育長に同主旨の質問を行いましたが、答弁は次に

述べるようなものでありました。「学校の最高責任者は校長であり、教育長として及ば

ない権限があるので、私にできるのは国旗・国歌については責任を持ってやりなさい
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と言うことだけで、後は校長の裁量に任す。北教組の組合員が歌うことが出来ていま

せん。私に手だてが見つかりませんので良い方法があれば逆に教えていただきたい。」

という主旨の答弁をしておられ、誠に残念で情けない。教育長としての信念、責任感

の欠片も感じられない答弁であったことは紛れもない事実であります。また「教育行

政執行方針に国旗・国歌の対応について記述するかどうかは検討してから。」という答

弁をいただいているが、その後はどうなっているのか。検討した結果を述べていただ

きたい。 

  イギリスの哲学者ロックの言葉に「子どもの心は何も書かれていない白紙である。」

とあります。子どもが国旗・国歌に嫌悪の情を抱くとしたら、誰かがそのようにすり

込んだからです。その誰かとは卒業式や入学式での国旗掲揚や国歌斉唱を快く思わな

い先生方を指すのは明らかであります。他の教科同様に国旗・国歌を尊重する態度、

身をもって指導するのも教師の大切な務めであると思いますが、教育長の見解を求め

ます。本年度の我が町の教育行政執行方針では学校教育と社会教育に分け、更に重点

項目を挙げ、事細かに明記されていますが、国旗・国歌については一言も明記されて

おりませんが、なぜでしょう。その理由を述べていただきたい。愛国心などという言

葉はすでに死語同然のような現代社会の風潮の中で、「国を愛する心」即ち「愛国心」

と執行方針に明記されている「郷土を愛する心」とはどのような違いがあるのでしょ

う。教育長の見解をお伺いいたします。 

  私は教育行政執行方針で国旗・国歌の対応について明記されているものはないかと

平成８年度まで遡り調べたところ、平成１３年度の教育行政執行方針の中に「適切な

教育課程の編成実施の中で国旗・国歌を強化及び特別活動へ位置付け適切に実施、指

導する。」と述べられておりました。その他の執行方針では国旗・国歌については一言

も触れずに現在に至っております。実に１７年間でたったの一度だけです。このよう

なことで我が町の教育委員会は各学校に対し国旗・国歌について適切な指導が出来る

のでしょうか。我が国の固有の領土である北方四島・尖閣諸島・竹島の領土問題は記

憶に新しいことですが、国民の反応は今一鈍く、過去の事例として、沖縄の高校生が

ある集会において国旗に火を放し燃やすという暴挙に対し拍手喝采の場面がありまし

たが、これら全て間違った戦後教育が施した成果に他ならず、日本国民として憂慮す

べき事態であり、嘆かわしい事態であります。一つずつ積み重ねられた経験が正しい

観念に導く大人の役割は重要性を増す中で、国旗・国歌の意義は国の骨幹をなすべき

ものと考えます。純真無垢な子どもの心に刻むことができるのは学校教育であると言

っても過言ではないでしょう。従って教育委員会の責務は重大であると考え、今後、

教育行政執行方針に国旗・国歌の対応についてはっきり明記していただきたい。この

ことについて教育長の見解をお伺いいたします。 

○ 議長 吉田 義一 教育長。 

○ 教育長 松山  徹 宮元議員の幾つかのご質問にお答えします。はじめに「検討

したか、どうか。」ということと、教育行政執行方針の記載については、宮元議員説明

のとおり、昨年３月の定例会に前教育長の回答として「検討する。」と答弁しておりま

す。その後、４月を迎え、各学校では校長はじめ教職員の大幅な人事異動があり、学

校体制も新たになりました。そして、おおよそ８か月の時を経て、昨年１２月第４回
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定例会の一般質問で宮元議員から「月形町の各学校では国旗掲揚・国歌斉唱は問題な

く、空知管内でも高く評価されている。」とご発言いただいたところであり、理解や評

価されていると捉えましたので検討させていただきましたが、今回は特出ししないで、

学習指導要領をもって定着を図ろうと考えています。 

  次に教職員の姿勢ということでお答えいたします。これも昨年１２月第４回定例会

で説明したとおり、「国旗・国歌を教えないことは掛け算の九九を教えないことと同じ

である。」ということを申し上げましたが、ご指摘のとおり教師の大切な務めであると

思います。 

  次に「愛国心」と「郷土を愛する心」については、地域やふるさとを愛することは、

ひいては、国を愛することにつながりますので、大きな差はないと考えております。

また執行方針では「郷土を大切にする心」と記述していますが、その意味は全くその

ままで「ふるさと月形町を大切にする気持ちや態度、心をもってほしい。」という思い

であります。ちなみに３月１２日土曜日に行われました月形中学校の卒業式では冒頭、

今回の東日本大震災の被災者に黙とうを捧げておりますが、まさに被災地に住んでい

る方々の命の尊さを思いやる行為であって、この学校の対応こそが国民や国を大切に

する指導であると思っています。 

  最後の質問内容ですが、今後の執行方針に国旗・国歌について明記してほしいとい

うことですが、月形町の学校教育において喫緊かどうか他の項目との並びや大きさな

どの視点ということで、今後、検討させていただきたいと思っております。 

○ 議長 吉田 義一 宮元哲夫君。 

○ 議員 宮元 哲夫 教育長の答弁で国旗・国歌の今後の取扱いについて執行方針に

載せるかどうかについて更に検討してくれるということなので、ぜひとも検討して執

行方針に国旗・国歌の対応について載せる方向で検討していただきたい。 

  私は質問の時に再三言うのですが、道徳教育の問題は心の問題であるので、心の問

題は今日教育して明日成果が出るというものではないし、これについては何度も言っ

ていることですし、心の中に定着させるには時間が掛かるので、粘り強くやっていた

だきたい。前教育長は「北教組の組合員に国旗・国歌を指導してもなかなか『うん』

と言ってくれない。私も粘り強くやります。」と再三言っておりました。私も前教育長

のように国旗・国歌の問題を粘り強く議題として挙げていきますので、教育長も心し

てかかっていただきたいと思います。それと新学習指導要領に国旗・国歌の対応につ

いてどのように載っているのか、今述べられるのであれば答弁していただきたいです

が、どうですか。 

○ 議長 吉田 義一 教育長。 

○ 教育長 松山  徹 学習指導要領の記述ということで、一つの例として小学校の

社会科の中で「国際社会の中で生きる日本人」ということで詳細は省略させていただ

きますが、３年生から６年生と記述があること。それと学校の教育活動は国語・算数・

理科・社会の各教科・道徳・特別活動・総合的な学習時間と四つの柱で構成されてお

ります。特別活動というジャンルで入学式や卒業式など儀式的な行事においてという

ことで、その中で国旗・国歌の記述があること。また小学校では音楽の中で一年生は

日の丸、国歌・君が代ということで、教育課程の中に位置付いております。大きくは
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三つの記述になっております。 

○ 議長 吉田 義一 宮元哲夫君。 

○ 議員 宮元 哲夫 我々が演台に立って質問するのは、中には個人の意見もあるけ

れど、町民の意見として聞いてほしい。新学習指導要領はどこに載っていて、どこに

行ったら町民が見られるのでしょうか。新学習指導要領は学校の中でしか分からない。

私が今質問しているのは町民の声であると思って聞いてください。新学習指導要領は

どこにあり、国旗・国歌のことはどこに載っているのかということを聞いてくるので

す。私一人だけの質問ではないのです。学習指導要領にあるから執行方針に載せなく

てもいいだろうというのは適当ではない。町政執行方針は全町民が見られますので、

今年度の町の執行方針はこのようにやるということが分かります。例えば町政執行方

針の中に福祉券のことも書かれていましたので、町民は無くなると思ったけれど今年

もやってくれるので有り難いというように情報を共有できるのです。学習指導要領に

述べてあるから町政執行方針に載せなくてもいいという考えはよくないと思います。

今後載せるかどうか検討するということなので、宜しくお願い申し上げます 

 

○ 議長 吉田 義一 次に順番２ 平田文義君、発言願います。 

○ 議員 平田  文義 この度の東日本大震災によって犠牲になられた方々に対し、お

見舞いとご冥福をお祈り申し上げます。 

  それでは質問に入ります。通告に基づいて順次質問しますが、１点目、社会教育、

社会体育事業の中にあって特色ある活動について、教育事業は子どもから高齢者に至

るまで幅広い活動であります。「ゆりかごから墓場まで」という言葉もありますが、社

会教育はまちづくり、人づくり、地域づくりを育む大きな役割があると思いますし、

大事な事業であります。近年は住民ニーズも多様化し、社会的にも特色ある事業が求

められている昨今であります。従って、２０１１年において、内外に発信するような

特色ある事業の考えがあればお聞きしたいと思います。 

○ 議長 吉田 義一 教育長。 

○ 教育長 松山  徹 平田議員の質問にお答えします。次年度の社会教育の新しい

事業として教育行政執行方針の中にも尐し書いてありますが、大きな括りで言います

と、芸術文化活動の充実を図るための文化講座の強化ということが上げられます。内

容として絵画、書道、陶芸、アレンジフラワー教室などを考えております。次に音楽

コンサートを新たに計画します。予定では道文化財団事業の木管五重奏とブラスバン

ドグループ演奏を考えております。そして成人向けの芸術鑑賞事業としてミュージカ

ル鑑賞を考えております。 

  なお、関連でこのような事業の拡大と子どもたちの見守り活動として緊急事態の備

え、また、昨年度も春先に不審者がいたということで、学校の放課後に教育委員会で

見回りを行った経緯がありますが、嘱託職員１名を配置して社会教育事業の推進や子

どもたちの安全管理に対応したいと考えております。 

○ 議長 吉田 義一 平田文義君。 

○ 議員 平田 文義 ただ今説明いただきましたが、大きくアピールするようには聞

こえなかったのですが、見守り活動とは具体的にどのようなことか。言葉の表現だけ
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で理解してよろしいでしょうか。 

○ 議長 吉田 義一 教育長。 

○ 教育長 松山  徹 放課後や登下校に交通安全協会で活動しています、「世話ず

き世話やき隊」いわゆる北海道の社会教育の中で「すきやき隊」という名称で使って

いますが、そのような組織です。昨年実際にあった事例では、放課後に不審者による

子どもに対する声かけなどがあったので、教育委員会で１名だと現場で対応できない

ので２名を派遣して、子どもがすぐ家庭に帰って保護者に連絡し保護者から学校や警

察に連絡、うちにも連絡が入るということで、昨今、どこの市町村でもこのような事

件がありますので、危機意識を常に高めておかなければならないと思っております。 

○ 議長 吉田 義一 平田文義君。 

○ 議員 平田 文義 説明いただき活動はされていると理解いたします。 

  ２点目、総合体育館管理運営についてですが、総合体育館は昭和５０年頃から住民

の健康管理、体育、スポーツの振興等社会体育を中心にして、責任のある指導者を配

置して有効活用してきた施設であります。現在はパートの方の受付業務のみでありま

す。住民の方からも「あれでいいのか。」という心配の声が出ているところでございま

す。昨年、総合体育館で職員による不祥事がありましたが、体育館と不祥事は関係が

ないと思います。体育館が悪いのではなく、職員の心のゆるみが事件に発展したと思

いますので、今後どのような管理運営及び指導を行っていくのか町長にお伺いします。 

○ 議長 吉田 義一 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 お答えさせていただきます。最初に平田議員の質問にあった教

育委員会組織としての切手不祥事件は人が起こしたものであり、体育館の場所という

ことと切り離すべきではないかという主旨のご質問であったと思います。 

  この件は、平成２２年９月１６日開催の平成２１年度決算特別委員会の総括質疑で

笹木副議長から「不祥事再発防止のため教育委員会を庁舎内に戻してほしい。我々も

教育長の所にちょくちょく伺いたいし、話もしたい。議員もちょくちょく顔を出せる

形にしてもらいたい。教育委員会があそこにあったからこのような大きな問題があっ

たので、庁舎内に置いていたならこのような問題は起きなかったのではないかと思う。

庁舎内の工夫で教育委員会を庁舎内に置けるスペースがあるのなら考えていただきた

いけれど、あなたはどう思う。」という質問がありました。私は何人かの議員からも同

様主旨のお話をいただいており、前向きに検討したいという答弁をしたところでもあ

りますから、一つには切手事件という形がいわゆる庁舎を離れた所にあったというこ

とで職員の気のゆるみがあったということが、私も副議長も同じ見解であったという

ことであります。それで教育委員会を庁舎内に戻したというのが実際であります。そ

れと庁舎内に戻すにあたって教育長から言われた一言は、「教育委員会に見回りを含め

た時に教育委員会専属の公用車１台を残してほしい。」庁舎に戻ってきたら公用車は一

括管理になってきますが体育館の管理上、１台をどうしても教育委員会の専属車両に

してほしいという申し入れを受けまして、そのことは了解するという形で現在進んで

いるところであります。具体的な管理その他については教育長から答弁させます。 

○ 議長 吉田 義一 教育長。 

○ 教育長 松山  徹 お答えいたします。子どもたちの活動に伴って問題行動等が
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心配であるというご質問であったと思いますが、現在、総合体育館は受託事業者との

委託契約で管理員１名、受付員１名の２名で管理運営しており、業務委託の中では施

設の「利用心得に反する者への注意」という仕様で契約しております。受託事業者側

にも、いたずらや物品を傷付けるなどの不適切な利用が無いよう、注意や指導をする

ことを含めて指示しているところであります。 

  今、町長から説明がありましたが、危機管理や安全パトロールということで公用車

１台がありますので、それらを活用するということで現在は不定期ですが週に３日、

４日程度、学校の放課後の時間帯に教育委員会の職員が体育館を見回りに行く、委託

職員と連絡を取り様子を確認するなどの取り組みを行っております。今後については

この取り組みを強化するということで、委託契約の中でもう尐し具体的に項目を盛り

込んで、死角をつくらないような方法に改善するということを考えるとともに、教育

委員会の職員が定時というか日常的に見回りを固定化して行うということで体制の強

化に努めたいと考えております。 

○ 議長 吉田 義一 平田文義君。 

○ 議員 平田 文義 ただ今、町長、教育長から答弁をいただきましたが、総合体育

館は町内にあるサークルやクラブなど多くの団体が利用されていて、体育館にいる職

員を頼って今までの流れで来ていると思います。受付だけになって心配することは子

どもたちのたまり場ということで、子どもたちも言うことだけは言うので下手に注意

もできないのです。受付だけだったら聞いても分からない。あれだけの建物を有効活

用しないと何もならないと思います。 

  体育館建設当時は月形町の身の丈に合わない大きな施設だが、有効活用して尐なく

とも道の代表になるぐらいのスポーツ選手を育てたいという信念で造った施設ですか

ら、そのあたりも考えて総合体育館に職員１名ないし２名程度を配置することが不可

欠ではないかと思いますが、もう一度、町長の考えをお伺いします。 

○ 議長 吉田 義一 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 ただ今の質問の中に各種団体が利用すると共に教育委員会職

員がいることで相談を含めた日常的な相談業務の中で、あそこに職員がいないことが

支障になるのではないかということ。青尐年を含めたスポーツ振興の中で職員がいる

ことでより実績が上がっていたのではないかということであるかと思います。実際問

題として相談業務を含めたところが本当に支障を来しているのか。例えば体育館から

電話一本くだされば職員がすぐ駆けつけるという状況ではどうなのだろうか。それか

ら指導員として教育委員会の職員が各スポーツサークルの指導員に直結してなってい

ると思っていませんが、それが実際問題として不自由があって現状として直す点があ

るなら行政としてやっていかなければならないことであると思っております。 

  ただ剣道連盟の活躍の中で、全道・全国的に名を馳せそうな活躍しそうな人間が月

形中学校を卒業してそれぞれ高校・大学に進学後、今、月形刑務所に戻ってくる。網

走刑務所に戻ってくる。彼らがもう一つ大きな舞台にいける可能性を考えた時、体育

館があったこと。そして剣道という環境の中でそれは教育委員会だけではなく、月形

刑務所剣道部指導員たちの手だてや連携もあって、今その実績が花を開きそうだと感

じているところですが、そのような形での子どもたち・青年の成長を阻害しようとい
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う気持ちは一切ありませんので、宜しくお願いしたいと思います。 

○ 議長 吉田 義一 平田文義君。 

○ 議員 平田 文義 ただ今の答弁は様子を見てという発言だったと思いますが、実

際に今の形で疑問や不安はないのかを教育長にお伺いします。 

○ 議長 吉田 義一 教育長。 

○ 教育長 松山  徹 教育委員会が総合体育館から役場本庁舎に移転して２か月

ですが大きな問題は発生していないと思っていますし、住民に対する体育の部分に関

しても今までどおり、７つの団体活動に加えて４つのサークル活動を通して有効活用

を図られるようにと考えております。 

  役場本庁舎内に教育委員会が移転してから他の課や係との連携が取れて円滑に進

み、情報提供や発信がスムーズである印象を持っていますし、設置者の判断を求める

ことも利便であり、仕事が滞らない要因にもつながっていると思っているところであ

ります。 

○ 議長 吉田 義一 平田文義君。 

○ 議員 平田 文義 一般の方からそのような声が出ているということですので、あ

れだけの施設ですから住民に有効な使い方をしてもらうというお願いでございますの

で、考えていただきたいと思います。 

  ３点目、まちづくり及び過疎対策についてですが、本町の人口は平成２３年１月３

１日現在で３８４２人、前年比△６１人となっており、町は衰退の一途を辿っている

現状であります。２３年度の執行方針を読ませていただきましたが、町民の期待する

政策がなかなか伝わってこない状況であります。町長のまちづくり、過疎対策に対す

る理念が見えないのです。町民の中には月形町の将来が不安と考え、住みなれた故郷

を離れるという現状にあります。従って町長の今後のまちづくりについて具体的なも

のとして、例えば中心市街地の過疎化対策についてなど、具体的な考えがあればお聞

きします。 

○ 議長 吉田 義一 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 ただ今の平田議員の通告書の中で本町の人口は平成２２年１

２月３１日現在で３８５１人と表現されていましたので、私の方でも１７年から２２

年まで１２月３１日現在の数字で説明しますと、平成１７年１２月３１日現在４１６

９人だった人口が平成２２年１２月３１日現在３８５１人と実質的な５年間の人口減

は３８９人であります。そのうち死亡された方は３３９人、新生児として生まれた方

が１２３人ですから人口差が２１６人になります。転出された方が１２１７人、転入

された方は１０２９人ですからその差が１８８人であります。これを合わせますと３

８９人より尐し多いですが、その他の理由がありますので端数に違いはあるまでも、

平田議員の言われた故郷を離れる方が数多くいるという表現には多尐の違和感を覚え

ているところであります。ご存じのとおり１７年から思い返しますと、私たちの町に

は土木建設業として道の発注事業を盛んに受けていた２社のうち１社は破綻もう１社

は吸収合併という形でうちの町から会社が無くなっていくという意味では、大きな経

済的な影響があったと思います。 

  もう一つは、平成１６年からはじまる農業部分での担い手に全てを政策的なシフト
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をしていくということで、農業委員会における賃貸所有権移転は平成１６年から格段

に数を増していき、小さな農家が営農を断念せざるを得ない農政の大きな転換があっ

たと思っておりますし、これが空知管内国勢調査人口を見た限りにおいても、旧産炭

地だけでなく、農村地帯においても大きく人口減になっていることは否めないので、

空知の他町村と同じような状況下にある。私の町だけがその状況下にあるということ

ではないと考えていますし、国勢調査人口では刑務所収容者数が増えてくるという中

では５年間で国勢調査人口は微増する状況であります。これは歴代町長が法務省を含

めた増員増施設活動をしっかりやってくれたおかげであると考えております。 

ただ過疎ということではありませんが、私たちの町は何を考えているのかというこ

とを尐しお話しますと、子どもの育児・教育環境を充実させることであります。そん

なことから保育所・幼稚園があり昨年からはじまったヒブワクチンについて道内でも

いち早く手を挙げて無料化で進んでいたと思っております。光ファイバー設置につい

て情報部分でのスピードは、東京でも月形でも同じスピードでそれができるというこ

とで、インフラ整備をさせてもらったところでもあります。お年寄りの方々が安心し

て暮らせるまちづくりについてもきちんとやってきたつもりですが、今年新たに介護

用車両の購入費補助ということで身体に障害を持った人たちの車移動についても、そ

の装置が付いた車について補助しようということにも取り組んでおります。 

他の町に比べて福祉・教育その他において遜色があると思っておりません。今自然

的な構造で人口減で町が小さくなっていくというのは極めて重大なところですから、

何が効果的にやれるかということは尐ない財源の中ですので、慎重にならざるを得な

いところはありますが、打っていかなければならないところはやっていかなければな

らないと考えていますが、今年においてしっかりまとまっているというところではあ

りません。 

○ 議長 吉田 義一 平田文義君。 

○ 議員 平田 文義 説明をいただきました。現在は長引く不況、尐子高齢化で人口

減になっていることは否めないですが、ある学者に言わせると今は人口減尐社会に突

入したということで、それは時代の流れで仕方がないことですが、それで町が沈没し

てしまうと大変なことですので、首長は揺れるなアイデア起こしということで何かを

誘致することを考えなければならないと思います。 

  簡単に申し上げますが、私は昭和３３年から３５年間役場に奉職してこの間３人の

町長に使われましたが、それぞれ大きな成果を上げております。最初の岩崎町長は南

月形ダムの陳情を５年間も続け地元の反対も乗り越え造っております。 

○ 議長 吉田 義一 申告された時間が過ぎておりますのでご注意申し上げます。 

○ 議員 平田 文義 はい、分かりました。岩崎町長は南月形で大きく貢献。重本町

長は刑務所誘致、花農家の育成で北海道一にのし上げたことなど。鈴木町長は皆楽公

園の設置とそれぞれの町長は月形に大きな足跡を残しているということで、櫻庭町長

も二期目終盤で油が乗ってきたところであると思いますので、月形町のために何か大

きなことを考えていると思いますし、町民皆さんが期待していると思いますので、町

長の考えをお伺いします。 

○ 議長 吉田 義一 町長。 
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○ 町長 櫻庭 誠二 ３人の町長皆さまの現在にまで通用していく施策があって現

在の私たちの町があることに関し全く異論を挟むものでもありませんし、３人の首長

の先見の眼に敬意を表したいと思っております。現在の状況の中で何をもって今後の

社会の中で月形町がという部分については、先ほども申し上げたとおり、見えていな

いというのが実際であります。そして今回の三位一体改革を含めた多くの町村が財政

不安に陥ったのは、国の指導による経済対策の中でお金を貸すからどんどん事業をし

なさいという形の中でやった町村が、実は大変厳しい財政状況になったことは、平田

議員もご承知のことと思っております。これも含めて我が町の首長は財政も健全にや

ってくれたから今があるということを心から感謝しておりますし、私が今の立場でう

ちの財政状況で何ができるか、効果的なことは何かということがしっかり掴めたら打

って出たいと考えております。 

○ 議長 吉田 義一 平田文義君。 

○ 議員 平田 文義 それでは町長に今後のまちづくりについて、過疎対策について

大きく期待をして質問を終わります。 

 

○ 議長 吉田 義一 順番３ 宮下裕美子君、発言願います。 

○ 議員 宮下裕美子 質問に先立ちまして先ほど先輩方もおっしゃっておりますが、

東北太平洋沖地震に対して被災された方、お亡くなりになった方にお見舞いとご冥福

をお祈りいたします。それから対策及び救助にあたっている方に対してもぜひ支援し

て頑張っていただきたいと願っております。 

  それでは質問に入ります。まず町長に平成２３年度における重点的取り組みについ

て質問いたします。定例会第１日目に述べられた平成２３年度町政執行方針に対し私

は総花的な印象を受けました。例年どおり総合振興計画に沿って述べられているので

分野別の課題や取組は理解できました。しかしそれらを統合した上での月形町の方向

性が私には見えてきませんでした。過去の執行方針ではその時々で注目点が述べられ

ています。例えば平成２１年度の場合、執行方針の後の質疑で私が今回と同様の質問

をした際に町長は、老人対策として一つは医療をきちんと守っていくことであると考

えておりますし、もう一つはこれからの時代をつないでいく子どもたちのための施策

をきちんとやらなければならない。この二つが私たちの町の最大重要課題であると答

弁し、医療と子どもたちのための施策に言及しています。平成２２年度においては、

市町村合併問題を終息させるべく自立によるまちづくりを宣言し、これを起点にした

執行方針が語られたと認識しています。 

  それでは平成２３年度はどうなのか。平成２３年度の注目すべき分野、または重点

的に取り組む課題とは何か、町長にお伺いいたします。 

○ 議長 吉田 義一 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 お答えさせていただきます。毎年、町政執行方針については私

たちの町の最上位計画である総合振興計画の順位で述べさせていただいているところ

であります。ただ今、宮下議員ご指摘のとおり、私が就任した時には小泉政権時代で

もあり、三位一体改革という流れの中で平成１９年までは地方交付税が削減されてい

くところで、待ったなしの財政改革をしなければならないという行政的なテーマとす
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るものがあり、それについてはその間ずっと述べてきていますし、平成２１年度の町

政執行方針では、市町村合併についても私たちの町としての住民投票からはじまる一

つのテーマでありました。その取り組みについて一つの結論として出さなければなら

ない時期でありましたから、それをテーマとして謳ったところでもあります。 

  今年、そのような意味での行政的な大きな課題は見えてきていないというのが実態

であります。総合振興計画に基づき、それぞれ述べたことは全てが重要なことでもあ

り、その時々のテーマでつなげてきたことをより光らせ磨いていくのが今年のテーマ

であると考えているところであり、それが私の思いであります。一点だけ町政執行方

針の冒頭に述べさせていただいていますが、１３０年という節目の式典が終わった今

年、実は北海道地域創造フォーラムということで、北海道では初回が伊達市、二回目

が稚内市、三回目の昨年が松前町で行われたＰＨＰ総研、小説家童門冬二さんが関わ

った地域創造フォーラムの第四回目を月形町で行いたいと考えております。これにつ

いては歴史をたどりそこから今新たな形として何ができるかということが、いわゆる

地域創造フォーラムのテーマでありますが、過去３回において出演しているパネリス

トは、それぞれの町で違う状況でお話をされていて、私は伊達市と稚内市に出席して

いますが、今回、私がやりたいテーマとしては北海道の開拓における囚人開拓を一つ

のテーマとして、月形は私、三笠市長、標茶町長、都合が付けば網走市長にも出席し

ていただく形でフォーラムをやりたい。もう一度、歴史をしっかり学び取りそこから

私たちの町を大きく展開していく機会にしたいと思い、町政執行方針に書かせていた

だいたところであります。 

○ 議長 吉田 義一 宮下裕美子君。 

○ 議員 宮下裕美子 今の答弁の最初にそれぞれ重要な課題があるのでそれぞれを

光らせていくことが今年のテーマであると言っていたので、私もその形の中で分散型

でありながらでもそれぞれを丁寧に見ていく方法もあるのかとも考えていますので、

その点はぜひとも進めていただきたいのは一つにありますが、過去から見ても町とし

てキャッチフレーズではないですが、きちんと町民の皆さまに伝える時に何かそれら

を統合したようなうまい言葉があれば、それできちんと町長の思いや執行の方向性を

伝えることができるので、分かり易い言葉があれば示していただければと思います。 

  それから先ほど言っていた北海道地域創造フォーラムですが、今、執行方針でも大

きく取り上げられて今の答弁でもこれが大きく取れ上げられているということで、町

長の中では歴史が大きなウエイトを示していると思いますが、それらと現実問題とし

て先ほど来、指摘した２１年度から医療や子育てそして自立のまちづくりの方向性を

示した中で、その部分と歴史を振り返るというところがどうしても一気にはリンクで

きないので、それらを結びつけるような、何か歴史を学びながら月形の未来を考える

ところから現実に落とし込むというところで補足することがあったらお伝えいただき

たいと思います。 

○ 議長 吉田 義一 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 地域創造フォーラムということで、歴史を振り返り現実にどの

ように生かしていくのかということですが、この主旨に基づいたところでそれぞれ町

の施策の中に落とし込めということですが、これは現在この場で即答はできないと正
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直なところ考えておりますが、ただ、私たちの町の樺戸監獄・樺戸集治監という歴史

は全国的にも極めてまれなケースとしてありますし、これをしっかり後世にも伝えて

いかなければならないし、北海道内についてもほとんどが知られていない現実があり

ますので、それをしっかり知らせていくことは大変重要なことであると思っておりま

す。 

もう一つ、表現としてということがありました。これは執行方針には書いていませ

んが、月形学園の学園長が月形刑務所の内容を話している中に、「千人を超える受刑者

がいる状況で刑務所内収容者の雰囲気が決して悪い状況ではないし、穏やかな状況に

ある。」というところで、月形町が「まんまるはーと月形町」というキャッチフレーズ

で動いている訳ですが、これが他の町から来て住民の皆さまの心情の穏やかさが町に

住む刑務官の人たちの心持ちにも影響を与え、ひいては刑務所内の状況にも影響して

いるのではないかというお話をされておりました。これは全く町内に住む私たちでは

感じ取ることができない感覚ですが、これをしっかりとつなげていくことが私たちの

町の良いところだし、このことを光らせていくべきではないかと現在考えているとこ

ろであります。 

○ 議長 吉田 義一 宮下裕美子君。 

○ 議員 宮下裕美子 町長の考えは理解できました。いずれにせよ歴史なども含めて

後世に伝えることは重要ですが、それと合わせて日々の課題をいかに解決するかとい

うこともしっかりしていただきながら、２３年度を執行していただきたいと考えてお

ります。 

  次に、協働を進めるにあたっての行政と町民の信頼構築について、町長に質問いた

します。「協働によるまちづくり」は、毎年の執行方針に明記される櫻庭町長就任以来

の大きな目標であると認識しております。この協働社会を実現するには、その前提と

して行政と町民の信頼構築が欠かせません。執行方針には信頼を得られるための役場

づくりとして地域担当制による活動、意識改革や自己研修等による職員の資質向上が

挙げられています。また執行方針には示されていませんが、本定例会に提案されてい

る月形町職員の公平な職務の執行の確保に関する条例、通称コンプライアンス条例案

ですが、それに付随する規則においても職員倫理や責務などが謳われています。ここ

に示された取組の多くは、職員個人に努力を求めるものあるいはその努力を働きかけ

支援するものです。組織の基本は個人なので職員個人の努力が必要なのは最もですが、

信頼構築には組織としてどのように取り組むか、組織全体の方針が必要なのではない

でしょうか。例えば、行政と住民との信頼構築のために積極的な情報公開を進めます

ということや、まちづくり懇談会の運営方法を見直し、町民の皆さんと懇談の場を充

実させますなど、組織として取り組む方針や町民に対するメッセージ等も合わせて示

される必要があるのではないでしょうか。そこで町長にお伺いします。協働を進める

にあたって行政と町民の信頼構築をどのように考えているのか、前段で私が指摘した

組織としての取り組みを含めてお答え下さい。 

○ 議長 吉田 義一 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 最初に協働のまちづくりによる行政と町民の信頼構築が欠か

せないことは最もだと考えているところであります。協働のまちづくりを考える時に
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今回の大災害を含めながら昨年１０月に鹿児島県奄美で起きた集中豪雤による災害で

老健施設に鉄砲水が入り込む状況でお二人の老人が亡くなられたのですが、その後の

被害状況を考えた時に、人災としてのケガや亡くなられた人たちは一切皆無であった。

多くの方々が言われることは地域住民が元々あった「結」という相互扶助の精神が大

災害時に最小限の被害で食い止められたという発言をされておりました。今後におけ

る私たちの町のまちづくりとして防災に関することについては、昨年から行政区に対

して補助をしながら防災組織・防災訓練をきちんと行政区内で組織立てして運営して

くださる所については、助成金を出しましょうというお話をさせていただいたところ

でもあります。 

  これとは関係なく、かつて私が就任した当時、職員の親睦団体は友朊の丘・雪の聖

母園の園祭に関しては、寄附金を出すということをやっておりました。私が就任した

時に「この二つの園祭いわゆる主催する人たちはお金が欲しいのですか。私は違うと

思う。そのことに職員自らが参加することで園祭が盛り上がるのでは。」というお話を

して、職員が二か所の園祭に出席するという形が取られました。職員の活動は極めて

黒子に徹しながらまじめに誠実に現在も活動を続けておりますが、この評価は極めて

大きいと考えていますし、私はこれが一つの協働の姿であると考えております。もう

一つ、夏まつりにおいてかつて職員は同じように担当課しか出席していませんでした。

あらゆる団体がボランティアとして参加している時に、役場職員が担当課だけが出る

ことが正常なのかという中で、今は全職員が参加しております。そして議員の皆様も

最後の後片づけに参加しておられる状況で、夏まつり実行委員会の皆さんが終了した

整理時にこれほど早くできているのは大変嬉しい。有り難いと言っておられましたが、

これも含めて職員がこの部分に気がつかなかったのかと考えていますが、協働でまち

をつくっていくということはこのようなことではないかと思っております。一昨日の

中学校の卒業式でも申し上げましたが、１３０年の式典で中学生が町歌を歌ってくれ

た。小学生が器楽の演奏をしてくれた。これも大きな意味での協働のまちづくりにな

ると考えております。もう一点、グリーンツーリズムで一週間前に府県の女子高生が

月形の農家に宿泊研修をしました。その帰宅時に女子高生が実は涙を流して感激して

いたというお話を聞いて、我々が持っている良さとは何だろうか。都会には無い古く

さいけど、ちゃんと持っているものをしっかり光らせていくことが協働のまちづくり

ではないだろうか。先ほどの質問にもあった月形学園長が言われたことと同じように

我が町が持っている町民の気質や雰囲気など知らない部分がたくさんあると思うので、

それを光らせていくことが協働のまちづくりにつながっていくと確信しているところ

であります。一点、まちづくり懇談会等については何十年という歴史の中で創意工夫

が足りなかったという指摘の中では、それを真摯に受け止めて今後も考えてやってい

きたいと考えております。 

○ 議長 吉田 義一 宮下裕美子君。 

○ 議員 宮下裕美子 協働のまちづくりについて今、色々な事例を挙げて説明してい

ただきましたが、私も例えば町内の色々なお祭り、夏まつり、グリーンツーリズムな

ども協働の一つの形としては、有りなのかとは理解していますが、それらは基本的に

住民サイドでやっていくことに対して町側の職員がボランティアで参加して援助する
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形のことを言っているように感じます。協働はそれも一つの形としてあると思います

が、私が今回取り上げたかった町民と行政の信頼構築について言えば、それはすでに

動き出していることですし、基本的には町が組織として関与するものではなく、個人

の意識の中でもっと地域にボランティアとして参加した方が良いあるいは人的支援を

した方が良いという中で進められていることではないかと感じています。私が論点に

したいのは、行政が組織としてきちんとしたシステムの中で町民との信頼構築をどの

ようにしていくのかということが、今一番の問題になっているのではないかと思いま

す。先ほど言われたように、元々月形町は地域との関係が皆さん濃密ですから、最初

は寄附金だけだったものが、人でやろうとなったら人が出ていくという心のつながり

は持っていると思います。それから都会に無いものを光らせる力もあると思いますが、

それは本当に個人の資質や努力によるものが多く、組織としてきちんと出来ているの

か、そこが疑問に思っています。 

  例えば、現在地域担当制が敷かれていますが、これ自体は要綱を見せていただいた

ところ、職場の業務以外の組織でボランティア的なもので組織そのものが十分に規定

されていたものではないので、それにより地域の防災活動援助するといっても、現実

的にはかなりの部分が職員個人の考え方に委ねられているところがあります。それと

コンプライアンス条例に関しても、先ほど職員倫理と個人に規定してのことを言って

いましたが、本来コンプライアンス条例にある法令遵守委員会の設置あるいは公益通

報の仕組み、不当要求行為の対策などは、組織として十分に取り組んでいて優れてい

るものなので、これを月形町の組織としての信頼回復の取り組みとしてもっとＰＲし

て、その場面を十分に出しながら月形町の組織として住民ときちんと向き合うという

ことをＰＲしてもいいのではないかと考えますが、町長の考え方をお伺いいたします。  

○ 議長 吉田 義一 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 通告にある部分、ない部分、正直に言って質問の主旨がよく理

解できていないということがありますので、答弁に漏れがありましたら再度ご発言願

いたいと思っていますが、協働のまちづくりということではなく、信頼回復について

の情報公開その他であれば、それはきちんと受け止めてやらなければならないと感じ

ております。協働のまちづくりという話で行政機関の一部機能を住民に求めることで

の協働ではない。協働というのは、私たちが持っている良さをより一層光らせていく

ところにありますので、地域担当職員が各地域の中での課題、良さをきちんと認識し

ていくこと。そして足りないもの何を要求しているのかという部分は、彼らが直接そ

こで解決していくことではなく、役場に持ってきてくだされば各担当がきちんと説明

に上がるということであると理解しているところであります。 

○ 議長 吉田 義一 宮下裕美子君。 

○ 議員 宮下裕美子 通告書で信頼構築について書いたつもりですが、それが十分に

伝わらなかったなら書き方が悪かったということで、その部分は反省したいと思いま

す。どちらにしても協働によるまちづくりは先ほど町長が言われた行政の下請けでも

なく共に働きながら町を良くすることに変わりありませんが、それをするにしてもそ

れが職員個人の信頼の結びつきではなく、役場組織全体としての信頼回復に向かうよ

うに取り組まなければならないと思いますので、システム的には補完は必要だと思い



 14 

ます。地域担当制については今の制度の中ではかなりの部分がボランティアで、職員

個人の意識の持ち方でいかようにも変化するような組織になっていますので、地域に

よっては偶然にそのようなことがあったかもしれませんが、進んでいる地域もあれば

地域担当が全く機能していない場面もあると聞いております。その中でそれを仕組み

立ての中、地域担当制の職員の役割、それをきちんと吸い上げるための手だてについ

ても十分周知して、職員側だけでなく町民にとってもこのような形で地域担当制が利

用できるなどのアナウンスも必要ですし、取り組み全てを含めて信頼構築を進めてい

ただきたいと考えています。あまり広がりが持てなかったので、この質問に対しては

これで終わりにさせていただきます。 

  ３つ目の質問に入らせていただきたいと思います。質問に入る前に平成２３年度教

育行政執行方針について一言発言させていただきます。松山教育長就任後はじめて行

った平成２３年度教育行政執行方針ですが、まず表で全体像を示しその後文書で個別

の事業を説明する形式は、事業全体の方向性と個別の課題や取組等の関連性が整理さ

れており非常に分かり易く理解することができました。ここに示されているように教

育行政執行に向けて鋭意取り組んでいただきたいと考えています。 

  では質問に入ります。教育行政執行方針を理解した上で社会教育による「地域づく

り」を進めるにあたって、今設定されている教育という枠組みを尐し広げることはで

きないか。具体的には教育と福祉の融合・連携、言い換えれば行政担当分野の連携に

ついて、提案も含めて質問させていただきます。 

  具体的事例として、最初に生涯学習にボランティアの要素を取り入れることはどう

でしょうか。生涯学習の文化講座は民間のカルチャースクールと同様の内容を公費で

賄う文化活動です。月形町には文化学習環境がきちんと整っていないので、カルチャ

ースクール的な学習をすることは理解できますが、生涯学習として公費で賄う以上、

個人の学習意欲を満足させるだけでなく地域社会への波及効果も求めるべきではない

かと考えます。例えばアレンジフラワー教室を開講する場合、２回までは通常のプロ

グラムを行い、３回目に受講者にコサージュを作成していただき、それを卒業式や成

人式・敬老会などに使用するという手法です。受講者がそこで得た技術を生かして地

域づくりに参加することができます。同様に合唱講座が最終的に福祉施設で発表会を

行うこと。書道講座が最後に文化祭の案内板を書くなどアイデア次第で地域や他分野

での接点をつくることができ、参加者自身も満足が得られるのではないでしょうか。 

  具体例の２点目として教育的側面からの保健や福祉のサポートはいかがでしょう

か。現在保健センターが運営している脳元気塾は認知症防止のプログラムとして高齢

者向けのくもん式教材を使用しています。これはふれあい大学の要素に近いものと感

じます。また生活習慣病対策のエアロビクスプログラムは生涯学習の体育分野に近い

し、社会福祉協議会が行っている世代間交流事業は学校支援地域本部事業や社会体育

事業・社会教育事業・子ども会育成事業にも通じます。事業目的は違っても実施内容

が似ているものは他にもあるでしょう。これらの事業ではまず事業内容を共有し利用

者・参加者・支援者、つまり町民全体に分かり易い情報提供を心掛けていくことで、

事業そのものも活性化させたり事業運営の効率化やボランティアの負担軽減にもつな

がると考えます。 
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  具体例の最後として、教育ボランティアの月形町ボランティアセンターとの融合は

いかがでしょうか。月形町ボランティアセンターは現在社会福祉協議会内にあって活

動を進めています。設立の目的は月形町全体の福祉ボランティアのコーディネートと

記憶しています。一般にボランティアイコール福祉分野というイメージが強いですが、

先ほどから提示しているように保健分野・教育分野あるいは産業分野でも様々なボラ

ンティアが活躍し、また目的は違っても同じような活動を行っております。これらを

統合し、まずは情報共有からはじめることで町民参加も増していくのではないでしょ

うか。事業の目的が、福祉なのか保健なのか教育なのかという分類は行政側の分類で

あり、町民側からするとボランティアをするか、しないか、という捉え方ではないで

しょうか。だからこそボランティアをしてみたい。地域とのつながりを持ちたいと思

った人が、様々なプログラムから興味のあるものや自分ができるものを選べるように

行政側が連携・融合して適切な情報共有ができるようにするべきであると考えます。

その柱として社会教育の地域づくりの分野が最適と考えます。 

  以上、社会教育による地域づくりを進める上で、今、設定されている教育の枠組み

を尐し広げることはできないかという考え方で、三つの具体的な提案を行いました。

１点目は生涯学習にボランティアの要素を取り入れること。２点目は教育的側面から

の保健や福祉のサポート。３点目は教育ボランティアと月形町ボランティアセンター

との融合について、教育長はどのように考えるか、お伺いいたします。 

○ 議長 吉田 義一 教育長。 

○ 教育長 松山  徹 はじめにお褒めをいただきありがとうございます。それでは

ご質問にお答えしたいと思います。宮下議員から３点ということで、まとめて質問内

容がありました。包括的に答弁していく方が分かり易いと思いますので、そのように

させていただきます。 

  生涯学習についてですが、健康で豊かな生活を営むことや生きがいのある充実した

人生を送るために行う学習活動が生涯学習であります。当然、自発的な意思に基づき

取り組むものであると思います。ご質問の生涯学習に福祉事業との施策や活動という

ことで組み入れることを考えますが、仮に福祉に関する活動をメニュー化しても、現

実、希望の意思や参加人数等を勘案すると、事業や施策等求める中身には応えられる

かどうかは疑問であると思っております。波及効果というお話でしたので、生涯学習

を経験した者がその結果として身に付けたものをもって社会や地域へ貢献をしたり、

福祉に関わる活動に取り組んでいくことは十分にあり得ることで、そこにはボランテ

ィア精神があると思っております。ですから展示や披露ということは可能であり、あ

くまで参加者の意志によることが出てくると思っております。 

また、教育において福祉を学ぶことは十分ご承知のように学校教育の中では中身は

省略させていただきますが、福祉を学ぶということに取り組んでおります。また地域

全体で教育を支える組織として体育指導員や読み聞かせの会などは、参加している

方々が主宰して成り立っている組織で、社会教育として位置付けしていますが、活動

自体はその組織で決めて活動しております。お話にありました教育ボランティアとい

うのはおそらく学校支援地域本部事業を指していると思いますが、この事業は学習支

援・部活動支援ということで取り組んでいますが、国の施策であって文字どおり学校
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への支援や応援団という中身になるので、言葉どおりの縛りがあるということで、お

答えさせていただきます。 

○ 議長 吉田 義一 宮下裕美子君。 

○ 議員 宮下裕美子 今の教育長の答弁で、ある程度の広がりは含めて進めることは

可能である部分もあるというニュアンスを得ましたが、社会教育が主催して何かをや

るというより、今ある様々な分野で色々な活動が行われておりますが、それらをある

程度情報を共有しながら一手にコーディネートする立場から社会教育分野が関われな

いかということが一番の目的です。目的別に福祉目的ではやはりその人の支援で、教

育であれば先ほど言われた自発的な意志で取り組むことが最初の目的ではありますが、

実際の活動そのものはかなり似通ったところがあって、受け手側の町民は実際にその

事業がどのような目的で、どのようにされているのかということをあまり知らない段

階では、どこにその事業があり、どんな形で自分が支援側に回れるのか。参加できる

のかが分かりにくい状況になっております。先ほど言ったように教育・保健・福祉と

いう分類は行政側の分類で、町民側からすると町側がやっている事業に自分が参加す

るのか、あるいは協力するという視点で捉えていると考えています。これら全体事業

を教育側がプロデュースするのではなく、コーディネートするという立場で、今まで

はボランティアなら福祉がメインで働いてきましたが、すでに福祉の場面では様々な

事業が手いっぱいであるし、あるいは高齢化社会の中で色々な事業展開がされていま

す。そんなことから社会教育分野では、地域づくりであればまだ広がりを持って取り

組むことができると思うし、尐子化であって学校教育の部分で多尐でもウエイトが下

がって、それ以上に社会教育の場面のウエイトを持っていかなければいけないような

段階に進んでいると思います。その側面から今回ボランティアなど言葉は色々使いま

したが、これら様々な町内で行われている地域づくり・個人の生きがい健康づくりを

含めた全体的な中で、社会教育の地域づくりの枠を活用してコーディネートする情報

共有の核になるような組織になって、やり方を社会教育側でできないか。その提案を

したいと思いますが、教育長の考えをお伺いします。 

○ 議長 吉田 義一 教育長。 

○ 教育長 松山  徹 お答えさせていただきます。大きな構想のお話であると思っ

ております。一つは教育委員会という機構の中では答えられないことも含まれている

と思っております。あくまでも社会教育の中では、宮下議員発言のとおり生きがいや

豊かさを求めるのが教育の範疇ですから、地域づくりを目指したという教育の中では

第一義にはならないのかと思っております。情報の発信ということでは町広報誌等が

ありますので、色々な機会で発信はできると思っております。 

○ 議長 吉田 義一 宮下裕美子君。 

○ 議員 宮下裕美子 確かに教育分野だけでは解決できない問題も含んでいますの

で、今後様々な場面を利用してこのような構想も含めて、町長への質問も含めて進め

ていきたいと考えています。情報発信という意味で、何かをしたいと思った人が気軽

に訪ねて行けるきちんと情報を取れるようなシステムだけは教育に限らずどこかの場

面でそれらが共有されて、現在は例えば福祉分野で同じような事業をやっていても全

く知らない場面が多いので、質問しても「そんなことやっていたかな。」という現場が
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実質あります。それは教育側・福祉側・保健側でもあるので、尐なくとも行政側で一

元化の中で自分の所でやっていなくてもアナウンスできる程度の情報の共有だけは進

めていただきたいと考えております。 

  ４番目の質問は教育委員会移転後の総合体育館の安全管理と活性化について、町長

と教育長に質問します。この質問については先ほど平田議員からすでに一般質問され

ていますが、答弁していただきたいいくつかの部分はしていただいたように思います

が、足りない部分もあったので、多尐重複する部分はありますが、答弁する側で先ほ

ど答えた部分に付け加える部分があったらそのような形で答弁していただきたいと思

います。 

  今年の初め、唐突に教育委員会が総合体育館から役場庁舎に移転しました。それ以

降の総合体育館は季節的なこともありますが、人気がなくなり非常に寂れた印象にな

っています。この状況で最も心配なのが非行防止と安全確保です。元々総合体育館は

曜日や時間に関係なく自由に出入りでき、活用できる場所として子どもたちに人気の

高い施設です。ロビーで自由に遊んだりスクールバスの停留所として発車時間までを

過ごしたり、放課後の活動拠点として活用されている他、最近は高校生の利用もある

と聞いております。また夏場のプールは幼児から小学生が中心利用者ということです。

今までのように安心して子どもたちが利用できるのも総合体育館に教育委員会が入居

し、それなりの人数の大人の目が行き届いていたからです。保護者の間では人気のな

い総合体育館で子どもたちが時間を過ごすことに不安の声が上がっています。 

  これとは別に公共施設の利活用と管理経費面からも問題があると感じます。教育委

員会が移転したことで空室ができたし、新たに昼間の管理人を雇わなければならなく

なりました。行財政効率化の下、様々な公共施設に組織を分庁させ管理経費を節約す

る時代にあって、逆行する行為に感じます。これら今回の移転は様々な課題を抱えて

いると感じますが、教育委員会移転そのものが唐突だったため行政がどのような考え

でこれを進めていったのか、先ほど尐し答弁がありましたが、補足する部分を含めて、

その考えを聞く場面が無かったので、そこについて質問します。 

  ３点について町長と教育長に質問いたします。教育委員会移転の目的、経緯は先ほ

ど答弁があったので移転の目的、それから非行防止や安全確保をどうするのか、公共

施設の利活用と管理経費の問題。重複している部分もあるので、その部分は割愛して

答弁していいので、教育長と町長にそれぞれの分野での対応やお考えをお伺いいたし

ます。 

○ 議長 吉田 義一 教育長。 

○ 教育長 松山  徹 お答え申し上げます。一つは月形町の子どもたちの活動の場

として町民サロンや総合体育館のロビーと体育館の中も含め、子どもたちが色々と活

動していることは、私も重々承知しております。その活動が充実した活動になるよう

にということで、先ほど答弁させていただきましたが、非行防止や安全面の管理とい

うことで、繰り返しになりますので中身は省略させていただきますが、地域や大人の

啓発の目があると思わせるような地域全体で子どもたちを見守るような対応にしたい

と考えております。 

  経費については、平成２２年度と比較すると委託職員の人件費が主で１８２万７,
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０００円の増で他の部分は無駄な経費が発生しないように務めておりますので、これ

は予算でも出てくると思います。 

  関連して公共施設が組織として分かれているところということで私の方で調べて

いたのですが、役場・市役所・教育委員会事務局の所在につきましては、空知管内を

みたとき南空知では役場や市役所などの本庁舎内に教育委員会事務局がある市町村が

ほとんどで９市町村のうち７市町村がそうでした。逆に中・北空知では本庁舎とは別

の建物の中にある場合が多いということで、全体としては役場庁舎と教育委員会事務

局が一緒の施設と体育館または博物館のような別々の建物の中にある施設と、半々の

状態であります。 

○ 議長 吉田 義一 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 教育委員会が本庁舎に移転したのは、それは目的ではなくその

時の原因だったというお話でありました。なぜ教育委員会であのような事件が起きて

事件発覚後もそれがなかなか露わになっていかない状況は、間違いなく分庁という形

で本庁を含めた危機感がそこに伝わらなかったということであると思っていますし、

今、私を含めて副町長・教育長が極めて近い場所にいるということは、それぞれの意

思疎通が身近になったし迅速になったことは、体感をしているところであります。た

だ、教育委員会が体育館から移ったことでの管理経費が嵩むことは、どのように言い

つくろっても「いいえ、違います。」とは言えない訳ですから、問題としてある部分に

ついては、先ほど説明したとおり現実的に起きてくる部分はできうる限りの対応をし

て行こう。これらについて体育館で尐年達がまた問題を起こすことになれば大変なこ

とですから、そのようなことが起きないようにして行かなければならないと考えてお

ります。 

○ 議長 吉田 義一 宮下裕美子君。 

○ 議員 宮下裕美子 今、先ほどの平田議員への答弁も含めて移転後も子どもたちの

非行防止や安全確保に関してきちんと対応するということで、それも含めた上で委託

職員を雇いながらきちんとやるという説明でした。その中で勿論、事故防止や非行対

策には万全を期していただきたいと思いますが、利活用の管理経費の削減に対して私

なりにアイデアがあるので、それを聞いていただいた上でそれぞれのお考えを伺いた

いと思います。 

 

○ 議長 吉田 義一 暫時休憩します。        （午前１１時４５分休憩） 

○ 議長 吉田 義一 休憩前に引き続き会議を再開します。 

                        （午前１１時４６分再開） 

 

○ 議長 吉田 義一 一般質問については、提案もこの時期ありですから、ただ今、

違う観点から質問してください。 

○ 議員 宮下裕美子 はい、了解しました。それでは利活用と管理経費に関して先ほ

ど町側から委託職員を配置してという説明でしたが、それを削減する手だてとして、

例えば新たな組織の入居などは考えられないか。庁舎内にある月新水道企業団などの

事務所として体育館を活用する。高齢者事業団など同じように町の施設を利用する
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様々な団体があるので、それらを移転して体育館に人を配置することによって多尐の

受付業務を委託するのでお金は掛かると思いますが、新たな組織を入居させる可能性

はあるのではないかと考えます。あるいは体育館には多くの事務所や会議室があるの

で、民間事業者へ事務所として貸し出すことで公共施設の有効活用をすることも十分

できます。勿論、ある程度の制約があると思いますので、事業者選定時には子どもた

ちや利用者に対する目配せなどもきちんとした要綱に盛り込んだ上で管理業者の選定

になると思いますが、できれば行政機関の一部が行くことが一番ふさわしいと思いま

すが、民間事業者への貸し出しなどを行うことにより、総合的に体育館に人がきちん

と常駐することによって大人の目がそこにあるということ。管理経費を削減した中で

そのような活用もあり得るのではないかと考えますが、町長及び教育長、町長に関し

ては施設の運用面の回答になると思います。教育委員会としては子どもたちの見守り

の延長線上での活用もあるのではないかと思いますが、それに対して答弁をお願いい

たします。 

○ 議長 吉田 義一 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 民間団体及び高齢者事業団などを含めた組織へ貸し出すのは

どうかということですが、大変、参考になる意見であると思っています。 

○ 議長 吉田 義一 教育長。 

○ 教育長 松山  徹 私も町長と全く同様ですが、ただ一つ教育に特化してお話し

ますと、月形町の教育行政ということで考えると、月形町の施設を借りることは無料

化で借りていることは全道的にすばらしいことで、私ども例えば前の組織で教育関連

の事業を行う時、滝川市や奈井江町などで奈井江の教員のために研修をやりたいとい

っても、時代の流れからすると減免措置も無くなっているし、有償化ということにな

っております。岩見沢も全くそのとおりになっておりますので、本町が町民のために

体育館などの施設を無料解放していることは、すごく評価されることであると思って

おります。 

○ 議長 吉田 義一 宮下裕美子君。 

○ 議員 宮下裕美子 今、参考になるという答弁を町長からいただきましたので、こ

れについては、ぜひとも検討しながら行財政改革にも一つの大きな柱にもなりますし、

検討していただきたいと思います。 

 

○ 議長 吉田 義一 暫時休憩します。        （午前１１時３０分休憩） 

○ 議長 吉田 義一 休憩前に引き続き会議を再開します。 

                        （午後 １時３０分再開） 

 

○ 議長 吉田 義一 順番４ 楠 順一君、発言願います。 

○ 議員 楠  順一 通告に従って質問させていただきます。午前中より引き続いて

いますのでお疲れのことと思いますが、宜しくお願いいたします。 

  第１点目は、地方自治法の抜本的改正についてですが、現在、国・総務省において

も検討され、すでに一部の法案が国会で審議されていると聞いております。これは基

礎自治体にとって非常に大きな変化をもたらすものと思い、重大な関心をもってこれ
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を注視する必要があるだろうということで、非常に大きな問題ですし、これから長い

時間を掛けて検討されるようになるのではないかと思います。今回ははじめての議論

ですので問題提起と受け止めていただければいいと思います。 

  総務省のホームページに「地域主権改革は、地域に住む住民が、地域のことは地域

に住む住民が決め、自らの暮らす地域の未来に責任を持つという、住民主体の新しい

発想を求めていくものです。この地域主権改革を推進していくためには、地方自治体

においても、その運営に当たって地域住民の意思がこれまで以上に反映されるよう、

地方自治の仕組みそのものについても、地域の住民が自ら考え、主体的に行動し、そ

の行動と選択に責任を負うにふさわしいものとしていくという観点から、地方自治の

基本法である地方自治法についても抜本的な見直しを検討していくことが必要と考え

られます。」とあります。櫻庭町長の２３年度執行方針にも「地域主権改革の進展に対

応できる能力と実行力の向上を図り、」という表現がございます。これは、現在の国の

このような方向を踏まえて表現していると理解しているところであります。そこで基

礎自治体として、特に我が町の場合は、ある意味小規模町村という立場で考えると、

地域主権は確かに自分たちのことは自分たちで決められるという魅力的で望ましいこ

とですが、反面、大きな責任を負うということでもあると考えます。今までのように

国や道の御膳立てに乗っていれば良いという訳ではないということであると思います。

町村自身が主体的に判断し実行して行かなければならないという状況になっていくと

思います。その基本的な認識の上に、現在の地方自治の地域主権改革の現状について、

町長の認識を伺いたいと思います。 

  一つは先ほど申し上げた国レベルにおける現在の進行状況について、どのように認

識されているか。中身としては総務省の基本的な考え方や、現在国会で審議されてい

る内容について、どのように捉えておられるか。 

  もう一つ、その上で未だ検討中、これから進行していくと思われますが、今後、本

町においてどういう対応が求められるか、議会と理事者との関係あるいは地域住民に

どのように問いかけていくのか。それも含めて地方自治のあり方そのものが変わろう

としている中で、月形町も対応して行かなければならない状況がきますので、どのよ

うな対応が必要か、お伺いしたいと思います。 

○ 議長 吉田 義一 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 お答えさせていただきます。最初に現在、国・総務省において

自治法の抜本的改正が検討されていることは、大まかな部分でそうだろうと理解して

いるところですが、具体的にどこまで進んでいるのかということは、正直言って私た

ちの所属する例えば空知町村会・北海道町村会レベルでの議論になっているものでは

ありません。それはご承知おき願いたいと思います。 

  その中で総務大臣と地方６団体の代表が集まり、総務省で２月７日に地方自治法抜

本改革についての考え方の提案について議論していますが、全国町村会の小沢副会長

は「今回の改正案が地方行政検討会議で論議された点については、重要な地方自治法

の改正であるにもかかわらず、地方制度調査会に諮問して議論を重ね、取りまとめを

行うという手順を踏んでいない。」このような意味での発言をなされているところであ

ります。かつて市町村合併がとやかく言われた時には、地方制度調査会においてこの
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議論が何度もされていたことを私達は記憶しているところであります。ただ私たちの

上部団体である全国町村会が出している町村週報の中で、いわゆる地方主権改革とい

う形の中で、現在、行われているだろう話があります。 

  一つには一括交付金化ということで、平成２３年度は都道府県まで、末端市町村ま

でこの影響が出てくるのは２４年度からと私も聞いていますが、その中でひも付き補

助金を廃止し、地方が自由に使える一括交付金にするためということですが、これが

一括交付金化する時に、総量としての予算を確保しなければならない。政府は一括交

付金化に名を語って総量額の削減をするのではないかということを極めて懸念してい

るという文書が一つにあります。また民主党のマニフェストにもある政府出先機関の

移管そして廃止するということであります。これについては町村に向かって国の出先

機関が移管もしくは廃止される影響は、ほとんどないだろう。ほとんどが都道府県単

位までであろうと考えているところですし、先ほども言いました国会で審議なされて

いる部分については、義務付け等の見直しについての地方分権改革推進委員会での報

告を全て引き継いで、すでに関連４１法案が地域主権関連２法案として国会に提出さ

れているが、現状で考えるのならこの国会の間に成立するメドは一切立っていないと

言っております。もう一点、これが一番、私たちも気になるところですが、地方政府

基本法という形で地域自らが地域づくりに責任を持つために、地方自治法抜本見直し

をするものでありますということであり、これは総務省のホームページにもあります

が、いわゆる町議会議員が議員によって議員内閣をつくる。議員の一部の代表者が執

行者側に入るというようなことも地方制度改革の中でやっていこうということですが、

これについてはほとんど煮詰まった議論がされていないのが現実であると書かれてい

ます。もう一つ、道州制であります。民主党、自民党時代には道州制については、か

なり積極的にやるということで動きましたが、残念ながら具体的には北海道が道州制

トップという形で指定を受けただけに留まっておりますし、現在、道州制については、

ほとんど審議もしていない現実にあると言われております。 

  私たちも思い起こせば三位一体改革というところで、地方６団体全部がそれぞれの

団体によって反対集会を開いたというのが１６年当時ありました。私たち町村会はそ

の動きの中にない訳ですが、町村議長会はそのような動きがあるのかどうか。私は全

くそのような動きが今のところないと考えていましたので、それについては町村議長

会・市議長会・市長会にそのような動きがあるかどうかについては、全く把握してい

ないというのが実態であります。ただ言われるように地方主権として自らのことが自

らのことを決めるという部分での権限移譲を含めたものが、お金や政策についても担

当市町村レベルでしっかりやりなさいということが具体的なものになっていくのかど

うか、しっかりみて行かなければならないと思いますし、そのような時に迷わずしっ

かり対応できる能力はつくっていかなければならないと考えております。 

○ 議長 吉田 義一 楠 順一君。 

○ 議員 楠  順一 今の答弁の中で、地方政府基本法という言い方があって、議員

の中から特別職を採用していわゆる議員内閣的な地方制度を形成するという内容が、

地方分権の総務省案にも確かにございます。それは色々な形が考えられますが、一番

の問題はそれ自身をそれぞれの自治体が選択するということで、国がメニューをつく
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り押し付けるのではなく地方自身が選択することが一番ポイントで、それが本来の民

主党政権で、以前の自民党でも基本的にはあまり変わらないと思いますが、地方自身

が自分たちの姿を選択していくという地域主権のあり方であると思います。今の町長

の答弁では、国会でも通過する見通しがないということで、国でも確かな実行力にな

っていないと思いますが、問題は地方自治体が議会も含めて自らの判断でそれを決定

していける力があるのかというところが、これはうちの町だけでないかもしれません

が、今の地方自治の一番の問題ではないかと思います。 

  私たちの町は小さい町ですが、だからこそ議会・理事者・町民も含め自分たちの地

方自治をどのようにしていくのかということを考えていくプロセスも必要であると思

い、あえてこの問題について質問させていただきました。それが我が町に振り返った

場合に取り組みが不十分であるという気がします。それを町長にお尋ねするのも筋違

いであるかもしれませんが、お互いに町をどのようにしていくか。まして町長は自立

表明されているということで、小さな町で自立でやっていこうというのならもっと積

極的に取り組む必要があると思いますので、再質問ということでもう一点お伺いした

いと思いますが、町民や議会の間での自治の基本的なあり方について、一つは総務省

で出されたものを材料にしてもいいので、とにかく話し合いの場をつくるということ

があってもいいと思いますので、それについてお伺いいたします。 

○ 議長 吉田 義一 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 先ほど申し上げましたとおり、地方６団体というのは知事会・

都道府県議長会・市長会・市議長会・町村会・町村議長会がある形の中で、今の住民

政府基本法の話は具体的性を全くもっていないと理解しておりますし、私の所にも一

切その情報は入っておりません。町村議長会にそのような情報や提案があるなら早速

にもその議論はしていかなければならないと思いますが、私たちの民主主義が戦後に

おいては二元代表制で行政のトップと議会はそれぞれの選挙で決まってくる状況にあ

ります。これが本当に先ほどの楠議員の質問の中で、その対応についても市町村の選

択が可能であるという発言がありましたが、全く私の方についてはその情報が入って

いないというのが現実であります。それが入ってきてそれでまだやらないのかという

ことではありませんし、それが入ったら早速、議員の皆さんと議論していきたいと思

っております。 

○ 議長 吉田 義一 楠議員に申し上げます。私ども議長会においてもまだ問題提起

されていません。従いましてこの関係を踏まえて質問してください。 

○ 議長 吉田 義一 楠 順一君。 

○ 議員 楠  順一 情報が入ってきていないというお話ですが、それは確かに分か

りますし、それ自体をどのように判断するのかという段階ではないことは理解します

が、このように一般国民に総務省のホームページで情報公開され、新聞でも報道され

ていて、そのような動きがあることについてそれぞれの市町村で、おそらく国でも議

論を促す意味で情報公開をしていると思いますので、それが正式ルートを通じて検討

して結論を出しなさいということでなくとも、我々自身が地方自治のあり方をどうす

るのかと議論することは、何の妨げもないと思います。それについては見解の相違で

すのでこれ以上触れません。 
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  もう一点、広域連携についても触れられており、なかなか進んでいないのが現実で

すが、市町村合併があのような形で終わってしまい広域連携が難しいことは理解しま

すが、現実に各自治体の人口減や財政が厳しくなっている中で、例えば、今回のゴミ

の関係も含めて広域で処理しなければならない問題や課題がどんどん出てきますので、

これは誰かが呼び掛けする或いは国や道がお膳立てして進める方法もありますが、南

空知の中で前向きに取り組んでいくことも、これからの自治を考えると必要であると

思いますので、町長の考えをお伺いします。 

○ 議長 吉田 義一 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 広域連携の中の定住圏自立構想であると思っております。空知

管内において定住圏自立構想の中核都市になれるのは現在、滝川市だけで、岩見沢市

において人口規模はクリアしていますが、昼夜間人口が逆転している状況で、実は定

住圏自立構想の中核都市になれない。国の制度の中でなれない状況になっております。

このことは空知管内首長、特に南空知では大変遺憾で、岩見沢市をおいて中核都市に

なれる資質のあるまちが他にないのに、昼夜間人口の小さな数字だけでそれが適用に

ならないのはおかしいということを、色々な場所でお話ししているところでもありま

す。私たちがお話できる場所は民主党とのいわゆる意見交換会や総合振興局長であり

ますが、それらについてはしっかりしているところですし、定住圏自立構想に岩見沢

市がきちんと該当になることになれば、もっと多くの問題が広域で協議されることは

確かなことであると考えております。 

○ 議長 吉田 義一 楠 順一君。 

○ 議員 楠  順一 この問題を提起したのは先ほど申し上げたとおり時期尚早の

問題提起かもしれませんが、自治のあり方についてお互いに考えるきっかけになれば

と思いましたので、これ以上の答弁は求めません。 

  次に、本町における森林の外国人所有状況と水源地の保全についてですが、この問

題は昨年６月道議会で取り上げられてから道は土地水対策連絡協議会を設置して実態

把握に乗り出しております。北海道ではニセコ町や倶知安町が多いということですが、

一部、空知でもこのようなことがあると聞いております。 

  私なりにその背景を調べてみましたが、やはり数年前から専門家側から将来、予測

される世界的な水不足対応のために投機マネーが日本の水源についても水源を有する

森林に参入してきているということ。また一方で、国内林業が衰退する中で森林所有

者がやむなく土地を手放す状況も出ていると聞いております。それで専門家側から数

年来警告が発せられていたということです。また、現在の制度は森林の売買について

届け出が必要なのは１ヘクタール以上ということで、それ以下については実態がどの

ようになっているのか見えない。また、法人の場合は資本の保有状況がにわかに分か

らない場合もあるということです。本町においては約８,９００ヘクタールの森林があ

り、おそらくそのほとんどは国や道の保有林だろうという推測ですが、ニセコ町のよ

うな事例が無いのか、実態を知る必要があると思って質問させていただきました。 

  まず１点、本町において森林の外国人による保有状況が無いのかという点。併せて、

本町の水道や河川源流域等の水源地の土地保有状況をどの程度把握されているのか、

お伺いいたします。 
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○ 議長 吉田 義一 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 森林を外国人が買い占めを行っていく状況は、極めて危険であ

るということで、マスコミが取り上げ報道しているところでもありましたし、水源地

の他に、いわゆる国防として重要な近接地が外国人に買収されているという事例も出

てきているという意味では、国防としての不安もあるという事実を認識しているとこ

ろであります。 

  私たちの町の中には、道有林・町有林・民有林合わせて１,７００ヘクタールが保安

林としてあります。その内、水源かん養保安林は１,３８６ヘクタールであります。そ

のうち樺戸界を道民の森で代表されるように道有林が広く分布し、水源かん養保安林

の恩恵を受けている状況でもあります。また水道については、道が管理する須部都川

と町の管理する炭窯沢川の合流地点の下流部に取水口があり、道有林内を源としてい

るのが実際であります。須部都川上流にはご承知のとおり月形ダムが設置しており、

そこに町河川のポン須部都川が流れ込んでおり、いずれも道有林内でもあり、民間人

が買い取ることはないというのは、実際であると認識しているところです。 

  また河川の状況ですが、本町には北海道が管理する河川が１０河川、町が管理する

河川が１５河川あります。道が管理する１０河川のうち９河川が水源かん養保安林を

源とするもので、篠津川のみ五耕地山を源とする町の３河川が本流となっているとこ

ろでもあります。町の河川は民有林や町有林、場合によっては道有林が水源であり、

５か年間の外国人の売買事例がないことが判明しているところです。 

  先ほどの楠議員ご指摘のとおり、国土利用計画法では１ヘクタール未満の森林取得

は届け出が不要であり、また森林法の林地開発行為にも１ヘクタール以下の森林であ

れば、市町村へ伐採及び伐採後の造林の届け出をすればよいというところで、国の関

連法案の整備がきっちりしていかないと、これらについての網の目をくぐった対応、

対処が出てくる可能性があると考えているところであります。 

○ 議長 吉田 義一 楠 順一君。 

○ 議員 楠  順一 この件については、森について特別なこだわりを持っている櫻

庭町長に任せておけば大丈夫であるという気もありますが、あえて質問させていただ

きました。もう一つ、本町は増毛山麓に位置して特に札比内地域を中心に民間の水源

地として豊富な地下水もありますし、色々な沢筋があって、先ほど１５河川があると

いうことで、大体、これに網羅されると思いますが、民有地に関しては特に地下水の

問題で、地下水を利用している農家もかなり多いと思うので、水を求める外国資本に

すると魅力ある物件になる気がしますので、これは今すぐに具体的な回答があればい

いですが、なければ検討課題にしていただきたいのです。いわゆる水道や河川に限ら

ず水源に関してうちの町で何らかの対策が必要ないのか。これが農地であると農業委

員会で網が掛かる訳ですが、原野や山林の場合は網が掛からないということで、万が

一、危険な状態にならない対策をこれから検討が必要であると考えますが、これにつ

いて質問いたします。 

○ 議長 吉田 義一 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 答弁漏れがあったら失礼させていただきます。最初に地下水の

部分を外国資本が狙った時にどうなるのかということを含めて地下水の対応、それか



 25 

ら森がつくる水源としての水利権が現在の国内法では確立されていないですから、こ

れらについて早急に主張して私たちの町が水が使えないという状況には、国内におい

てすぐに出てくる話ではないと理解しております。ただ私たちの町において、その売

買事例が無いとは言いながら、日本人名義でその裏で外国資本が入っていたという時

の確証は掴めないというのが実態であります。ただ私は今、北海道の森林がほとんど

戦後の植林でしたが、その中でこれほど豊かな景観になったというのは、戦後の植林

事業がしっかり行われて、尚かつ外国から安い木材が入ったことで北海道の森が守ら

れてきたことはあると思っていますし、それが韓国・台湾の人たちが今、海外旅行で

一番人気があるのは冬の北海道であり、中国内の映画で阿寒湖が上映されるというこ

とで、北海道阿寒湖に行くのが一番人気の旅行になっていることを聞く時に、きちん

と森という存在をそれは北海道の魅力を際立てているということを、しっかり注目し

て行かなければならないと考えております。 

○ 議長 吉田 義一 楠 順一君。 

○ 議員 楠  順一 道議会での高橋知事の答弁では、今後、条例制定に向けて各市

町村との協議・懇談もするということなので、その機会がありましたらぜひ今のよう

なお話をしていただきたいと思います。 

  最後にもう一点、お聞きしますが、これに関連して実は林野庁出身の研究者である

平野さんが、今は東京財団で森林の専門家ですが、先ほど言った警告を発している方

ですが、その人が一つの問題として提起しているのが森林問題の根底に地籍調査が進

んでいないことが指摘されており、地籍調査が不明確ということからトラブルが起き

ている。例えば林道を付ける場合に買収するにしても地籍が明確でないため大変手間

が掛かると言われております。本町においては農地についてはきっちりしていると理

解しますが、特に森林原野の地籍がどのようになっているのか、今の段階で答弁いた

だければお願いしたいと思います。 

○ 議長 吉田 義一 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 現在、森林地籍調査について具体的に説明できる人間はいない

と確認を取りました。ただ、これだけ人工衛星技術が進んでいる時にほとんど狂いな

くそれらが分かる状況の中で、それほど大きな問題ではないのではないか。ただ既得

権益としての測量会社の中でそれらをうまく使えないことが、せっかく能力・技術を

持ちながら、実際に実施できないでいるような気がして、これらを含めて森林地籍が

安価な形でしっかりできるのなら、早速取り組んで行きたいと思っていますが、今の

状況では相当なコストが掛かると認識しているところであります。 

○ 議長 吉田 義一 楠 順一君。 

○ 議員 楠  順一 今の答弁で、先ほど申し上げた水田地下水や原野関係も含めて

検討していただきたいと思います。 

 

○ 議長 吉田 義一 次に順番５ 笹木英二君、発言願います。 

○ 議員 笹木 英二 通告に基づき、町長の執行方針から２点ほどお伺いしたいと思

います。午前中において宮元議員から忠告もありましたが、気を付けてやっていきた

いと思っております。また午前中に平田議員、宮下議員からまちづくり等について質
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問があったので、重複する事があるかと思いますが、その点についてはご了解願いた

いと思います。それでは質問に入らせていただきます。 

  このところの日本経済は長引く不況の影響で出口の見えない状況にあり、ご承知の

ようにＧＤＰ（国内総生産）もアメリカに次いで２位を保っていたところですが、中

国に抜かれ第３位になり、また日本の国債の評価も下がり、国民の失望感は非常に増

している状況ではないかと思います。そのような経済状況の中、日本は人口減尐化社

会へ突入し、急激な尐子高齢化の影響でこれからも社会福祉関係費が増大するのは確

実で、各自治体はどのように財政運営をしていくのかが問われている状況ではないか

と思います。月形町においても不況による町税の伸び悩み、毎年増え続ける社会福祉

関係費あるいは月形町立病院等の繰出金の増加など財政は非常に厳しい状況になって

いくことは、間違いないと考えます。そんな中、町長は町政執行方針の末尾に述べて

いるところで「２１世紀を担う子どもたちに責任と誇りを持って引き継ぐため、我が

故郷『月形』のさらなる飛躍を目指してまいります」と述べられていますが、このよ

うな思いのまちづくりは町民誰もが一致する思いであると考えます。具体的に町長は

この月形町をこの先何年ぐらい先を見据えて、どのようなまちづくりを考えているの

か。 

一昨年の１２月定例会で町長は自立の道を表明されましたが、このところ合併とい

う言葉もあまり聞こえなくなってきています。月形町はこの先人口が仮に２０００人

また２０００人を切るようなことになっても、自立でやっていかれるのか。近い将来

にはこのような状況に間違いなくなると確信しております。このような中で自立でや

っていくにも本町の将来の財政基盤の確立をしっかり肝に銘じてやって行かなければ

自立も難しいと思います。再び合併問題が起きて一番問題になることは財政の健全化

ではないかと考えますが、今、現在、本町の財政については、近隣市町と比較すると

尐しばかり余裕があると思っていますが、油断することなく町長をはじめ町執行部ま

た議会側とみんなで注意深く関心を持ってみていかなければならないと思うところで

ございます。その中で本年度予算については、町長が熟慮を重ねて町長の主導で前年

度比２.２％増の一般会計、３２億３,２００万円計上されたと思います。 

  そこで「２１世紀を担う子どもたちのさらなる飛躍を目指す。」とありますが、何

を目指して今年度予算に対して重点的に配分されているのか、伺いたいと思います。 

また、執行方針の中で「誇りを持って引き継ぐため」と述べていますが、誇りを持

つとはどのようなことなのか。子どもたちに何を優先されこの町に住んで良かったと、

いて良かったと思うようなまちづくりを考えて本年度予算を組まれたと思われますの

で、何か強調するような部分がありましたらご説明、ご答弁いただきたいと思います。

「子どもたちに責任を持って引き継ぐ」とありますが、どのようなことに一番、責任

を持たれて引き継いでいこうと考えておられるのか、ご答弁いただきたいと思います。 

○ 議長 吉田 義一 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 たくさんの質問があったように感じましたが、最後の子どもた

ちに責任を持ってということの意味合いの中で、何を責任を持ってと言っているのか

と捉えて一つ答弁させていただきますが、私たちが将来を担う子どもたちに責任を持

ってまず行政を渡すと考えた時には、私は将来の子どもたちに現在での負担を受け継
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がせない。いわゆる将来負担比率を含めた財政の健全化が一番であると考えておりま

す。それとは別に私たちの町に月形町を愛する先ほどの宮元議員の質問にもありまし

たが、故郷を愛するという気持ちを私たちは親・先輩としてしっかりと子どもたちに

教えて行かなければならないと考えているところですし、そのことを含めて重点的な

政策が何かということですが、先ほども申し上げたとおり今年については昨年までの

いわゆる施策をしっかりと磨き上げていく時期であると考えております。ただ、２０

００人のまちになっても自立していくのかというお話がありました。私たちのまちが

２０００人になっていく状況を考えた時、果たして北海道全体でどれくらいの人口ベ

ースになるだろう。これがどれぐらいのスピードで尐子高齢化が進むのだろうという

ことの予測は極めて難しいところにありますが、先般のＴＰＰの参加反対集会の時に

も私は申し上げました。今の北海道経済がこのまま行ったのでは尐子高齢化も過疎化

も絶対に進む。でも北海道というブランドが今や観光の部分でも世界の憧れの的とし

て考えられる地帯になってきている。それと食料・農業・農産物・海産物の安全水準・

品質水準は、日本一のものであると思っております。ただ、今まで北海道の製造業の

６割が食品加工業と言いながら、一時加工・二次加工程度で最終的な付加のついたと

ころは、全部原料圏としての位置づけでしかない。しっかり最後まで北海道というブ

ランドで日本国内だけでなく世界に向かって発信していくものをつくり上げていく、

北海道ブランドとしてつくり上げていくということが経済の浮揚にもつながれば、そ

れらが総合的な意味での過疎・尐子の対策になっていくと思っていますし、そういう

意味で北海道の一つの首長ということではなく、オール北海道としてブランドを作り

上げていくという意識が道民の中にしっかり持つ必要があると考えております。 

○ 議長 吉田 義一 笹木英二君。 

○ 議員 笹木 英二 今の答弁を聞いていると、意見が私と沿っていて、まずは財政

であるということです。豊かで誇り高きまちとはどのようなまちなのか考えてきたの

ですが、財政力がしっかりしていて町民の隅々までサービスが届き、町民が笑顔で毎

日を楽しく暮らせることが理想のまちであると思います。先ほど我が町の人口が２０

００人になったらどうするのかと質問しましたが、もしかしたら私も町長もこの世に

いないような年になってきていますが、あえて質問しました。そこで町長と一致した

財政ということで、お金が無ければ何にもならないし、今はお金があれば豊かである

と思います。そこで、蓄えを一生懸命にやっていかなければならないのですが、先日

の補正予算の中で質問して煮え切らないことがありましたので、あえてここで確認し

たいのですが、財政のことなのでお許しいただきたいのですが、穀類乾燥施設のこと

で、予算委員長をやっていまして一切、質問ができないので、ここで質問したいと思

いますが、町長も財政のことを気にしていますので、先の副町長の説明では向こう５

年間の補助をすると聞きましたが、このことは決定ではなく流動的なことであると思

いますが、それが決定して間違いなく補助金を出すということになれば、債務負担行

為も起こさなければならないと思いますが、債務負担行為はないと思うので流動的で

出して上げますという安易な気持ちで返事をされたのか。それを伺いたいのです。 

  話は変わりますが、穀類乾燥施設において利用料は、稼働率が非常に良くて農業受

益がいくら余ったか詳しいことは分かりませんが、余ったということで農業受益者に
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還元するということを小耳にはさんだのですが、このことはご承知されているか、お

伺いします。それが事実なら補助金を簡単に出すのはどうかと思います。特にこれか

ら５年間で３,０００万円の大金を安易に出しますと約束されては、議会としても困る

と思いますので、この点について答弁願います。 

○ 議長 吉田 義一 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 まず、先般の補正予算について、こめ工房の償還金３分の１補

填について議会の皆様に賛同を得たことは、心から感謝したいと思っております。内

部協議の時に、この問題について色々な意見が噴出しました。その中で現在、月形町

の農業として考えた時にこの数年の動きの中で、どのぐらいの実績数値として米販

売・麦・大豆・果菜・花きが総合的に落ちているかということが判断材料になるとい

うことで数字を揃えました。残念ながら今日は持ち合わせていないのでここで具体的

には言えませんが、その形の中で一つには今助けるべきとしての過去の流れからいっ

ても、その必要があると考えております。但し、こめ工房の建設償還金については、

水田農家だけのいわゆる救済ということではなく、地目水田地から公平に集めていま

すから、果菜・花きなど全ての業種において地目が水田の所からもらっているという

部分では、全員の農業者に対しての救済支援であると考えたのは事実であります。 

 

○ 議長 吉田 義一 暫時休憩します。        （午後 ２時１８分休憩） 

○ 議長 吉田 義一 休憩前に引き続き会議を再開します。 

                        （午後 ２時１９分再開） 

 

○ 議長 吉田 義一 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 もう一点、利用料のうち農協が利用率が上がったから利用料を

返還していることは一切聞いておりません。私はそれについては無いだろうと考えて

いますし、２３年度からこめ工房の修理・修繕というのは総額で２億７,０００万円ほ

ど掛かるということで、それについては利用料の貯金の中から修繕費を出していると

聞いており、その部分については行政に負担をさせないということですので、そのこ

とも了解した訳ですが、ただ組合長のお話の中で確約した訳ではありませんので、笹

木議員が言われるように後々、債務負担行為として契約として充てておりません。今

年度の予算委員会で最後までやるのが不当であるということであれば、それは２３年

度だけということについても、考えていかなければならないと思っております。 

○ 議長 吉田 義一 笹木英二君。 

○ 議員 笹木 英二 利用料の返還については、これについてはきちんと組合長に聞

いて確かめていただきたいと思います。それと穀類乾燥施設の償還補助について各自

治体にも施設があると思いますので、償還金補助について管内ではどのようになって

いるのか急ぎませんので、これから５年間の補助の資料になると思いますので、でき

れば新篠津や岩見沢・浦臼など調査していただければありがたいと思います。それに

よって今後５年間の償還も考え、その都度、相談しながら今、農業者もＴＰＰなどで

農業もどのように移っていくのか分からない状況ですし、それ以上の補助をしなけれ

ばならない状況にもなるかとも思いますので、よく相談しながら進めていただきたい
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と思います。 

  それとまちづくりをこれからやっていくと思いますが、未来を考える会にまちづく

りについての答申はお話されているのか、伺いたいと思います。 

○ 議長 吉田 義一 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 月形町未来を考える会については、昨年設置して今後３月２３

日に開催しますが、これが第３回目になります。基本的には総合振興計画の計画順に

議論しているところですが、内容その他については、担当より説明させます。 

○ 議長 吉田 義一 総務課長。 

○ 総務課長 三浦  淳 今町長より答弁があったとおり、今までに２回会合を開い

ており、３月２３日に３回目の会合になります。会合の中身については当然上位計画

である第３次総合振興計画の第一章・第二章・第三章と章立てで計画をご提案申し上

げその中の論議をさせていただく。また近年の町からの課題も論議しているところで

す。この委員会委員の任期は２年ですが、我々行政側としてはエンドレスでこの委員

会を続けていきたいと考えております。 

○ 議長 吉田 義一 笹木英二君。 

○ 議員 笹木 英二 ３回目でしたので、これについては終了いたします。 

  もう一点、皆楽公園についてですが、これについては町長をはじめ社長の副町長も

非常に頭を悩ませていると思います。ゆりかご入浴者の減尐も大きいと聞いています

し、ホテルの宿泊者はどうなのか。リニューアルオープンされてからの客足はどうな

のかということは分かりませんが、そんなに増えてはいないだろうと認識しておりま

す。またパークゴルフ場の利用者の減尐も大きいと聞いております。そこで今回執行

方針でも述べているように「地域の特性を生かした観光振興に努める」ということは

どのような内容なのか。また「将来的な構想を整理し」ということはどのように整理

して新しい改善策を取り入れて利用者の増加を図っていくのか。これはしっかりやら

なければ月形町のお荷物的施設になり兹ねないので、これからの改善策について伺い

たいと思います。 

○ 議長 吉田 義一 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 お答えする前に２１年度の利用者の話をさせてください。公園

来場・キャンプ約１８,０００人、アリーナ・パークゴルフ場・野球場２３,０００人、

ゆりかご温泉１３６,０００人合わせて年間累計１８０,０００人の利用があるのが実

態ですし、皆楽公園エリアを中心としたところで、実は月形温泉ホテルを含む１０事

業者をもって８３名が就業しております。コンビニ２店は入っていない数字でありま

す。現在、月形町の中で皆楽公園をしっかり利用していくことが、就労の場としても

位置付けていくことが極めて重要なものであると考えております。残念ながらご指摘

のとおり、近年利用者が減っていくというのが実態でありますし、振興公社の経営も

極めて厳しい状況にあると考えております。この執行方針に述べている「将来的な構

想を整理し」というのは、２２年度の交付金事業として構想計画を練っているという

ことですから、この部分については産業課長より答弁させます。 

○ 議長 吉田 義一 産業課長。 

○ 産業課長 久慈 富貴 ただ今、町長より答弁しました２２年度のきめ細かな交付
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金事業ということで、議員の皆様には説明申し上げた経緯がございました。この計画

については過去においてこのエリアの計画の正式なものは今ございません。その時々

により年度で変わっていく状況でございました。それを踏まえて建物・施設の老朽化

で２０年以上経過しているものもあり、保全的な要素、長寿命計画までとは申しませ

んが、それが将来に掛かる保全的改修面、それらを一度まとめてみよう。それとあの

配置が果たして用途的に当初整備した時からどのような状況なのかということで、う

まく利用されていない部分もあると思いますし、これからもう尐し改修を加えて利用

し易いように整備して、それはハード的な部分も含めて一緒に整備を考えて行かなけ

ればならないと思います。 

  前回の説明でもやはり公園としての位置付けを、札幌を含めた空知中心・道央中心

として皆楽公園はどうなのかということ、どの位置にあってそのように展開していけ

ば交流・公衆の場としてより良いものになるか内容も含めて、詳細にはどの部門とは

決めていませんが、それらを含めたソフト的な内容も併せ、一度きちんと形にして、

それを元に今後進めていくという中で、今回、２２年度の交付金事業ということで、

３００万円の予算の中で２３年度に作成していきたいということで進めております。 

○ 議長 吉田 義一 笹木英二君。 

○ 議員 笹木 英二 今説明のとおり、昨年、きめ細かな補助金で公園整備はかなり

できるだろうと思い期待しているのですが、来場者が増えてこないことにはこれから

先、段々苦しくなっていくと思いますので、何か施策がないかと考えるのです。 

  関連ですが、条例改正によって今年からパークゴルフ場の年間券が段階的に値上が

りして１５,０００円くらいになると思いますが、一昨年１０,０００円から１２,５０

０円に値上げしてもわずかな減尐があったと聞いており、また値上げすると減尐する

と思いますが、これは条例で決まっているからどうしても値上げしなければならない

ものなのか。お客さんが減っている中で値上げするということは普通のやり方と違う

ように思いますので、現状維持かもう一年待ってみるという処置ができればそのよう

にやっていただきたいと思います。また、半日券を発行してはどうかということも利

用者からお話があったのですが、面倒でなければどうかと思いますが、いかがですか。 

○ 議長 吉田 義一 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 パークゴルフ場の関係は、後ほど副町長に答弁させます。 

  １点目の入り込み観光としての対策がないのかということですが、昨年からはじま

りました高速道路無料化というところで、２７５号線を含めた観光客激減ということ

に危惧しております。札幌開発建設部・空知総合振興局が加わって首長が集まり話を

する機会として地域連携会議があるのですが、その中で私は「２７５号線に観光客を

呼び込むための一つの提案として『シーニックバイウェイ』という形で提案したい。」

とお話しました。現実的な動きとして昨年１１月札幌開発建設部に呼ばれて「シーニ

ックバイウェイ」の説明を受けてきたところですし、今年２月に入り札幌開発建設部

の担当・調整官そしてシーニックバイウェイ支援センターの役員の方が私たちのまち

に来られて、博物館と地産地消の食材としてどのようなものが提供できるのかという

ことで、「ふぁーむまーと旪」で食事をしていただいたところですが、私は歴史街道と

してこれは私のまちだけでできることではないですから、当別町が明治４年に仙台藩
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岩出山領主が開拓を含めて総合的な移住をしてくるという全道でもかなり珍しいケー

スとしてまちが始まる。私たちの町は明治１４年ですが、全国３番目の国立刑務所で

あります。浦臼町については月形町のキリスト教文化が無くなった後もキリスト教文

化がしっかり残っていて、全道的にキリスト教文化が開拓当時から残っていくことは

珍しいことで、魅力的な歴史ゾーンになるので、そのような活用をしてみたいと話し

たところですが、「シーニックバイウェイ」の基本は行政主導ではなく、民間に思いの

ある人たちがたくさんいて、つながってやっていくのが基本的なスタイルですという

ことを聞かせていただいております。それが今後の形の中で私のまちだけでできるも

のではないので、当別町・月形町・浦臼町そして新十津川町も含めた２７５号線活性

化にむかってそのような動きもあるということは、ご理解いただきたいと思いますし、

その形が尐しでも実現の方向にもってくるので可能性としてあるなら、皆さんの応援、

支援をお願いしたいと思っておりました。 

○ 議長 吉田 義一 副町長。 

○ 副町長 土橋 正美 パークゴルフ場の件でお答え申し上げます。パークゴルフ場

については毎年１,０００人、２,０００人単位で利用が減っている状況がございます。

また、年間券についても毎年１０人ぐらいずつ減っていっているのが現状でございま

す。それを補うため平成２１年度だったと思いますが条例改正させていただき、１０,

０００円、１２,５００円、１５,０００円に値上げする段階方式を取らせていただきま

した。２２年度で本来１５,０００円に値上げする予定でしたが、パークゴルフ協会と

の話し合いの中できついということで、１年１２,５００円を延長した経過がございま

す。これにより集客が減るのであれば逆効果になりますので、この部分については再

度、パークゴルフ協会と話し合いをしながら決めていきたいと考えておりますので、

宜しくお願い申し上げます。 

○ 議長 吉田 義一 笹木英二君。 

○ 議員 笹木 英二 今、町長の答弁を聞いて期待していますので、頑張っていただ

きたいと思います。副町長には半日券についても検討していただきたいと思います。 

  それから町長にですが、職員に月に１，２回は温泉に行くことを勧めてください。 

 

○ 議長 吉田 義一 次に順番６ 鳥潟真二君、発言願います。 

○ 議員 鳥潟 真二 通告に基づきまして４点について質問させていただきます。内

容については、通告書をご覧になっていただき概ね理解していただいていると思いま

すが、それぞれ町長・教育長の執行方針で重点項目として示された事項であると理解

しております。併せて平成２２年３月定例会から同１２月定例会の間で報告させてい

ただいている総務民教常任委員会所管事務調査で調査した事項でもあります。そうい

った観点から質問させていただきますので、ご理解の上、ご答弁願いたいと思います。 

  １点目であります。社会福祉協議会への補助事業についてお伺いさせていただきま

す。社会福祉協議会は地域福祉の重要な担い手であり、公共性が大変高い組織である

という認識はあります。町はそれらを根拠に人件費補助・事業費補助として運営費用

の一部を補助していますが、その性質上、社会福祉協議会に対する運営補助事業の必

要性や重要性は私も十分に理解するところであります。とはいえ本町の厳しい財政状
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況を考えると他の補助事業同様に事業内容の検証も必要であると思います。平成２２

年３月定例会において総務民教常任委員会報告の中で「未執行額が多い事業も一部に

見受けられるので、事業内容の見直しあるいは改善が必要ではないだろうか。」という

指摘をさせていただいております。私ども委員会の指摘事項の対応を含め、このこと

に対する町長の見解をお伺いします。 

○ 議長 吉田 義一 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 お答えさせていただきます。ご指摘をいただいた助成事業とし

ては、在宅寝たきり老人等日常生活用品助成事業のおむつ代助成・ふれあいいきいき

サロン推進事業・ボランティアセンター運営事業・地域福祉ネットワーク推進事業と

この４事業に対するもので、決算額が予算額に対して非常に尐ない結果になっており、

主な原因は助成対象者の減と見込んだ利用者より尐なかった。実はおむつについては

相当数見込んでいましたが、利用がほとんどなかったというのが実際であります。 

  それからふれあいいきいきサロン事業・ボランティアセンター運営事業・地域福祉

ネットワーク推進事業についても、開催回数と参加者数の減それから開催時期の問題

やボランティアの要請がかなり厳しかったこともあって、回数が減ったというのが実

際のところでもあります。 

  それについての改善策ということですが、社会福祉協議会は先ほど鳥潟議員の言わ

れるとおり、町内における一般町民を対象とする社会福祉事業を行う事業者としては、

ただ一つでもあります。そのような意味でこの組織体がより一層充実した活動ができ

るように、今年から指定管理者として交流センターを任せるという提案も出てまいり

ます。大いにこの交流センターを含めたところを中心として社会福祉協議会が社会福

祉に係わる事業をやっていただくという意味で、足りない部分についてはきちんと相

談を受けながら、お互いに理想的な福祉を目指してやっていきたいと考えているとこ

ろであります。 

○ 議長 吉田 義一 鳥潟真二君。 

○ 議員 鳥潟 真二 残念ではありますが、事業遂行において計画どおりにいかない

ということで、当初予算付けしたものがしっかり執行されていないことについては常

任委員会でも確認しております。いずれにしても本当に厳しい財政状況の中で貴重な

財源を拠出しているのですから、目的に沿った効果的な活用、運用がなされているか

どうかは、やはり補助している立場であるとはいえ、しっかり検証しながら事業展開

していかなければならないと思いますので、今ほど町長の答弁でもそのことに触れて

いましたので、これからもしっかりやっていってほしいということをこちらからも希

望します。 

  もう一点、町長は「地域福祉と障がい者福祉の充実について」町政執行の重要施策

の一つとして挙げられています。町民が安心して暮らせるまちづくりに向けた想いに

つきましては、私も全く異論はありません。同様の想いであります。快適で安心・安

全な環境の実現に向けては行政と町民皆さんの理解や協力は重要であり、町長もよく

表現されます協働のまちづくりの根幹を成すことと理解します。とりわけ福祉政策推

進においては、先ほど町長も尐し触れていましたが、社会福祉協議会にはこれからも

大きな期待が掛けられると思いますが、この点について町長の見解をお伺いします。 
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○ 議長 吉田 義一 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 社会福祉協議会については、地域に暮らす皆さんの他に民生委

員、児童委員の皆さん、社会福祉施設の職員、保健、医療、教育、老人クラブなど関

係機関の参加協力を基にして、現在、地域福祉ネットワーク事業という事業展開もし

ているところでもあります。ただこの事業についても始まって数年しか経っていない

状況でもあり、社会福祉協議会の役員構成上、昨年春に役員構成が変わったというと

ころもあります。尐し長い目で見ながら有効になっていく形を私も祈っているところ

であり、それが私の想いであります。 

○ 議長 吉田 義一 鳥潟真二君。 

○ 議員 鳥潟 真二 社会福祉協議会は言うまでもなく福祉事業専門支援機関と言

えると思います。町民の皆さんにとっては身近なところにあるし、大きな期待も寄せ

られている組織でもあります。ただ社会福祉協議会はご存じのように民間組織である

ということで、町の意向が伝わりづらいという気は正直思っております。いずれにし

ても今後も町と社会福祉協議会は友好な関係を取りながら福祉政策に取り組んでいっ

てほしいと思います。 

  ２点目は、交流センター管理関係業務について伺います。先ほど町長は交流センタ

ーと社会福祉協議会の関係について尐し触れていましたが、執行方針の中で、新年度

から交流センター管理業務において「利用拡大と地域活動の推進を図るため、指定管

理者制度を導入する」とあります。私どもの委員会報告の中でこれまでとっていた町

の直営管理方式の中にあって、「施設管理の効率化・簡素化が認められるが、将来にお

いては更なる経費削減に向けた取り組みが望まれる。」と指摘させていただいておりま

す。受けて今回、指定管理者制度を導入するのですが、私ども委員会からの指摘事項

である経費削減についての効果がどのように期待できるのか。この点についてご答弁

いただきたい。 

○ 議長 吉田 義一 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 私は経費削減効果というより、指定管理者という形で管理運営

受付も含めて一体的にやるということが、福祉の拠点としてなっていく運営する意味

では極めて重要であると思っていますし、福祉協議会会長とお話していく中で私たち

の経営努力の中でそのお金については、より一層福祉の充実のためにお金を使わせて

ほしいという従前の予算を組む前の話の中にそのようなお話もありました。現在それ

が可能かどうかはまだ分からないですし、いわゆる社会福祉協議会が人的部分でしっ

かり資格を持った人を含めたところで、機能発揮が十分できるところまでいっている

かということは、私はまだそこまで至っていないと考えているところでもあります。

できますれば経済的効果、実質的な事業効果もあるように祈るところですが、私とし

ては今ひとつ長い目で見ていただきたいと思っているところであります。 

○ 議長 吉田 義一 鳥潟真二君。 

○ 議員 鳥潟 真二 今ほどの答弁にあった指定管理者制度を導入し即経済効果と

いうことは答弁のとおりであると思いますが、くどいようですが笹木副議長の一般質

問でもありましたが、やはり色々な政策を進めるにあたって財政面の安定は欠かせな

いことであると思うので、社会福祉協議会、交流センターについてはこれからの期待
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度ということで、尐し時間がほしいということですので、私もこれについては理解し

ました。交流センターを建設するにおいては様々な議論がありました。町長も記憶し

ていると思いますが、立地・規模など本当に色々な議論があったと思います。一年ほ

ど経過して私も何度か利用させていただいていますが、正直言ってさほど大きな不便

は感じておりません。贅沢を言えばきりがないという感想であります。町財政を踏ま

えてよく言っていた「身の丈にあった」という表現で、それを意識された建物の建設

をずっと主張されていましたが、その町長の判断は間違っていなかったし、評価され

るのではないかと思います。いずれにしても今後の交流センターの運営においても、

それこそ油断しないでしっかりした運営をしてほしいと思います。一方、経費削減に

ついて委員会から指摘をしたと申していますが、それが逆にサービスの低下につなが

っては大変ですから、先ほどのお話のようにしっかり時間を掛けて検証していってい

ただきたいと思います。 

  ３点目は、国民健康保険事業についてですが、国民健康保険事業特別会計の現状に

つきましては、昨年１２月定例会にやはり委員会報告をさせていただいているとおり、

極めて厳しい財政状況であると認識しております。景気の低迷等から保険税の大幅な

引き上げについては、そう簡単にはいかないと思いますし、特に国・道からの補助金

についてもやや減尐傾向にあるというのが事実であります。頼りの基金についても最

大一億円に近いぐらいまでいった年があったと思いますが、２２年度は国保に関して

は尐し決算期がずれていますから見込みで基金がおそらく２,０００万円そこそこま

で落ち込むだろうという見込みを立てていますが、この現状を踏まえて町長は国保事

業に対してどのような見解をもたれているのか。お伺いしたいと思います。 

○ 議長 吉田 義一 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 ご指摘のとおり基金が今、底をつきそうな状況になってきてい

るのが実際であります。私も色々な首長とお話しながら他の町村がどうなのかという

ところでお話をしていましたら、やはり皆厳しい状況にあり、特に後期高齢者医療制

度が出てきてからその中では国保財政運営が厳しいというお話を聞かせていただきま

したし、今どのようなことが原因なのかということについても担当に調べさせている

ところではありますが、一般的に言われているのは、医療技術の革新の中での医療費

の増大が一つの原因であるし、いわゆるどの保険者にも入れない被保険者が国民健康

保険という国の国民皆保険の最後の受け皿としてある国民健康保険の加入者の皆さん

の最近の経済低迷における所得が伸びない。逆に減っている状況の中でいわゆる掛金

をあまり大きく上げることができないというのが、大きな原因になっていると考えて

おります。 

  これらを考える時に今、世界に冠たる国民皆保険としての国民健康保険の位置付け

がありますので、私は構造的な部分がかなりあると考えております。そういう意味で

は早急に国はこの対策を打つべきだろうと考えております。 

  ただ現在考えられる例えば後期高齢者制度についても、当初、民主党政権は２５年

を目途として国民健康保険と合わせるという方針を出していましたが、各知事会が反

対する状況の中で１年延ばす状況になっていると理解しているところですし、色々な

ところで国保財政の限界というところで、先ほど申し上げたとおり医療水準が極めて
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高くなった。それから所得水準が低くなった。保険料負担が重くて払えなくなってき

ている。保険料収納率の低下、小規模保険者の存在そして町村間で保険料などの格差

がある状況の中では、法定外繰り入れともう一つが繰り上げ充用という形で、財政の

厳しい町村はそのことをやっている状況であります。私たちの町がかつて一度もやっ

たことがない法定外繰り入れをやるというふうにするなら、やはり７割の皆さんが他

保険者ですから、そこに対する了解が得られる処置の対応は、まだ国民健康保険の中

でやらなければいけないことがあるのではないかと考えているところであります。 

○ 議長 吉田 義一 鳥潟真二君。 

○ 議員 鳥潟 真二 答弁にあったとおり、全国的にみても特に地方においては一自

治体で対応できる状況ではもうすでになくなっている。これはもう多くの方の認識の

とおりであると思います。とは言え町長が言っていた構造的に問題があるのだから道

や国の大きな政策として早々に取り組むべきであろうし、それが正しいということは、

私も同じ認識です。ただ先ほど尐し触れた基金について今現在月形町の政策の取り組

みとしては、あくまでも一般会計にはなるべく手を付けないことは、正直、常任委員

会でも指摘しております。一般会計から先ほどの表現では法定外繰り入れに関しては、

多くの町民の皆さんの公平性から言ってもあまり良い方策ではないということで、私

どもその判断を一時はしました。けれど先ほどもお話したように２２年度に関しては

計画として２,０００万円の基金の取り崩しをすることにより、見込みですが本年度末

にはそれに尐しプラスの部分しか残らない。その場合に２３年度の計画はすでに進ん

でいると思いますが、この短期間で状況が大きく好転することは誰が考えてもあるは

ずがない。逆に厳しい状況になるだろうということは予測できるのです。その場合に

仮に２３年度同じような補填をしなければならない基金にということになったらそれ

では２４年度は２年後なのです。その時点で基金はおそらく１千万円を切ってしまう

のではないかと思います。そのような心配がもう目先にある訳です。あえて私の方か

らお話させていただきたいのですが、決してベストな方法ではないかもしれないけれ

ど、早々にこの法定外を含めた繰り入れということも念頭に入れた計画を立てておか

なければ、そうそう、短期間で簡単に解決する方策が見つかる状況ではないと思いま

す。そのことをもう一度ご答弁いただきたい。 

○ 議長 吉田 義一 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 私たちの町の国民健康保険税の賦課基準が法定で決められた

最高水準まではいっていないと理解しております。今、これだけ厳しい運営状況の中

で、賦課基準としての税率がもっと上げることもできて、その流れの中で法定外繰り

入れをしてくれと言われているのか。そうではなく、もうこれ以上の賦課水準は上げ

ることはできないから税率はこのままにして法定外をやれと言っているのか。その辺

についてもうちょっと皆さんの中で議論する必要があるのではないか。国民健康保険

の運営協議会ではそれについてはどのような話になっているのか。委員長である鳥潟

議員にもう一度、確認してみたいと思います。 

○ 議長 吉田 義一 鳥潟真二君。 

○ 議員 鳥潟 真二 運営協議会の委員長という立場でした。色々と議論しておりま

す。私どもも当初、早い時期の考え方としては国・道からの交付それから柱になって
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いるのが加入されている方々の保険税の納付、それと残念ながら基金の中から調整す

るということで、何とかやり繰りしてきた。今後に向けてはこの状況では良い方向に

は進まないだろうということで、早々に町としても考えてほしいということで、指摘

させていただいております。 

  その後の議論の中で、正直今の一般会計繰り入れについても議論しております。そ

れは今の経済情勢の中でそうそう、金額的に加入者保険税の尐しの値上げをして間に

合う数字ではないのです。基金取り崩しで１千万円、２千万円の金額を保険に入られ

ている方からの負担金で賄おうとしたならば、今現在は町長がおっしゃるように、月

形町の国保については特に南空知の中ではやや優遇されている環境にあると思います

が、それにしても紙一重の状況です。その中にあって今後不足するだろう財源を確保

するために本来なら一番しなければならない加入者負担金増ということで大きくカバ

ーできるかというと、そういう状況にはもうなくなっているだろう。短期的には何と

かなると思いますが、中長期的に考えたらちょっと難しいという判断をしております。

それであえて委員会報告とは尐し違う方向になりますが、このようなことも今から考

えておいたらどうだろうという私の話と理解していただきたいと思います。 

○ 議長 吉田 義一 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 大変、厳しい状況も踏まえて理解させていただきました。今、

全国で行われている二つの手法のうち繰り上げ充用というのは焼け石に水というよう

な対策であります。基本的な対策には一切ならないということですから、月形町の歴

史の中で一度もやることがなかった法定外繰り入れをやることの整合性については、

今年一年議員の皆さんともきちんと議論していきたいと考えております。 

○ 議長 吉田 義一 鳥潟真二君。 

○ 議員 鳥潟 真二 今ほどの町長の答弁のとおり簡単にいくことではないのです。

町民の皆さんの合意も必要ですし、議会での議論も当然必要です。そのことをしっか

り進めていき、後手を踏まないようにそのような政策をしていただきたいと思います。 

  ４点目は、学校教育について、教育長にお伺いします。実はこれも昨年９月定例会

の委員会報告で教職員の皆さんには教えるプロとして指導力向上を目指し、更なる研

鑽を積んでほしいと私どもの方からは希望しております。教育行政執行方針で学校教

育の取り組みにおいては、「教職員はその成果を握る」とされております。これは教育

長の表現ですが、さらに教職員の指導力向上に向けては研修事業の重要性も指摘され

ております。教職員の研修について私も十分に勉強していないので申し訳ないですが、

かなり幅広く色々と実施されていると認識しております。その実態と評価、場合によ

っては課題についてお伺いします。 

○ 議長 吉田 義一 教育長。 

○ 教育長 松山  徹 鳥潟議員の教職員の研修についてお答えいたします。はじめ

に研修について実態、仕組みをお話させていただきたいと思いますが、学校の先生方

の研修は、学校全体として取り組む研修、校内研修と呼びます。学校が高まっていく

には欠かせないものであります。学校の先生方が全体として一つになって取り組む研

修です。今年度、札比内小学校で、空知管内のへき地・複式教育研究大会で発信した

内容が校内研修であります。 
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  それとは別に教職員個々が対象になる研修があります。一つは職責に応じ、簡単に

いうと、役職や立場に応じたり、経験年数に応じたりするいくつかの研修があります。

例えば経験年数に応じた研修からいうと、１年目の教員は初任者研修で年間何日間か

研修を受けます。また教員として１０年目になると１０年経験者研修があります。こ

れらは研修の義務があって、対象者は限定される研修になります。また、職責だと、

校長や教頭が参加する研修会や、学校の中で生徒指導を担当することになった教員に

対して、生徒指導対象の研修会があります。また、同じ個人が対象になる任意のとい

うか、希望して、自らの専門性や指導力を磨くための研修の機会があります。例えば、

他の学校の研修会へ行き、授業を参観したり、協議を深めたり、また、滝川市にある

空知教育センターや江別市にある北海道立教育研究所などへ行き、指導方法の在り方

などを学習する講座があります。 

  実態をお話しましたが、研修についての評価と課題というご質問なので、まず評価

については、今ほど申し上げました全ての研修に参加した数を上げますと、町内の先

生方が参加した研修数は１１８の研修会に対し、参加した数は、述べ人数で１６０名

となっています。単に数字だけを並べても、比較するものがないので、この数字が高

いか低いかは、誰も分からないと思いますが、日常の実践や先生方との協議、私の経

験からお話させていただくと、おしなべて、月形町の先生方の研修に対する意欲が高

く、子どもたちのために、授業の質を上げようとか、授業時間数を確保しようとする

意識は良好だと思っています。そのことは、空知教育局が学校訪問と称して、職員を

学校に派遣して先生方の授業を参観し、研究協議を深める機会が必ずありますが、そ

の折りにも、空知教育局の職員から、意欲の高さや授業の内容を評価されることが多

くみられますので、今後とも、研修の充実を強調していきたいと考えています。 

  次に、課題についてですが、簡単に申し上げますと、月形町の課題は他の市町村や

北海道全体の課題と同じで、授業時間数の確保になると思っております。例えば、夏

休みや冬休み等の長期休業中の研修だけではなく、課業日、学校がある日に研修の機

会がありますが、そういう場合、学校を空けて研修に行くことと、その先生が授業を

行うことは、裏表の関係がありますので、授業時間数をいかに確保するか、という工

夫が大切になります。まして中学校ですと教科担任制という言葉で国語・数学・社会

等教科の先生が指定されていますので、行ける状況は難しい、そんなに多くは行けな

いと思います。もう一つの課題ですが、尐し大きな話になりますが、平成７年９月か

らの学校週５日制が始まって以来、子どもたちが学校へ登校する日は減っていますが、

子どもたちが身に付ける内容は、それに伴った分、減っているか、どうかという大き

な課題があります。むしろ、近年では、国際社会の中で各国の学力に対する意識が高

くなったり、時代の流れの中で、健康安全に関わる内容、例えば、性に関する指導な

どが増加したり、以前無かった国際理解や食に関する指導が入ってきたりと、それら

の是非は別として、学校へ求めるものが増えているのが現状であります。 

  そのような中での工夫になりますが、一人の先生が研修に行った資料を、学校内の

先生方みんなで理解し、自分のものにしたり、さらに、町内では、教職員が互いに実

践を交流し、研究を深める研修の機会がありますが、その機会が各教科、国語や算数

という各教科で独自に取り組んでいる実態があります。その町内の教職員の研修会の
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組織を平成２３年度は束ねて一本化し、効果的に取り組み、お互いのよい実践を、積

極的に交流しようとする予定になっております。 

○ 議長 吉田 義一 鳥潟真二君。 

○ 議員 鳥潟 真二 今の説明で正直言って本当に今まで知り得なかった情報も提

供していただいておりますが、総じて月形町内の教職員の皆さんの研修に向ける意欲

は高いと教育長は評価されているということで、これについては安心したところです

が、いかんせん、執行方針の中で研修参加に対する重要性も述べられているし、また

私ども調査の折りにもその報告を受けていましたから委員会でもそのような判断をし

ていた訳で、そこから言えばたくさんの研修会が色々、任意性や義務的要素があった

り、大きく分かれると思いますが、色々な事情の中で参加できない実態もあると思い

ますが、これについては残念に思いますし、何とかならないのかなと。何とかするこ

とになれば当然費用的に大きな負担が掛かってしまうと思いますが、特に教育長のご

判断で研修に参加するということの効果ということがあれば、この際、お聞かせいた

だきたいと思います。 

○ 議長 吉田 義一 教育長。 

○ 教育長 松山  徹 お答えします。色々な種類の研修がありますが、一番顕著な

のは授業実践力という言葉を使うのですが、授業の仕方が上手になるということが挙

げられると思います。次に大事な要素として学校ではよく生徒指導という言葉を使用

しますが、子どもを理解する先生方の眼や感覚などが育っていくということです。 

○ 議長 吉田 義一 鳥潟真二君。 

○ 議員 鳥潟 真二 今、大変おもしろい言葉を聞かせていただきました。授業に対

する実践力で高める効果が期待できる。もう一つは生徒指導において子どもたちに対

する理解力の向上が期待できる。それを聞くと益々、研修に参加できる環境をつくっ

ていただきたいと思います。 

  具体的に私が担当していることでもありますので聞かせていただきますが、月形町

は空知教育センター組合に加入しています。この組合を維持するために負担金として、

これは立場上知り得る数字なので教育長にとってはあまり聞きたくない数字であると

思いますが、私の立場も理解していただきたいと思います。２２年度は３７万５,００

０円拠出しております。つい先日２３年第１回空知教育センター組合議会定例会が開

催されました。この中で色々なことが議論されましたが、一つとしてこの負担金の２

３年度分月形町の負担金が３５万８,０００円、これは議会が通ったので決定というこ

とになります。教育センターについては、現在管内２４市町が組合を構成して運営し

ていますが、先ほどの教育長の答弁の中でもこのセンターも利用しているということ

でした。このセンターについては、色々な目的がある中で一つとして教職員の資質向

上を目指し、研修・研究事業をするということになっております。そこで、２２年度

３７万５,０００円、２３年度３５万８,０００円とこの金額の大きい、小さいは色々な

議論があると思いますが、私は尐ない拠出ではないと判断しております。空知教育セ

ンター組合が実施している事業に、本町の教職員の皆さんがどのぐらい参加されてい

て、教育長はそのことをどのように評価・判断されているのか、お伺いします。 

○ 議長 吉田 義一 教育長。 
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○ 教育長 松山  徹 お答えいたします。教員の研修に関わりまして当該市町村か

ら多くのお金を拠出していただいていることには感謝いたします。ご質問の参加利用

ですが、平成２２年度実績では年間３０くらいの講座がありますが、例えば算数科・

国語科など授業に関するものが主であると思いますが、７つの講座に１７名の先生方

が参加している状況であり、私の思いとしては決して多くはない数字であると思いま

す。何を根拠にして多くないのかと言われると、以前、学校週５日制が始まる前から

するとだいぶ減ったかなと。これはうちの町だけの問題ではなく、空知管内全体の市

町からも減っていると思います。 

  もう一つは、教職員の研修の機会が増えたことで、以前は滝川研修センターが中心

でしたが、他の所へ行く研修の機会が増えてきたということです。先ほど例に挙げた

江別市大麻にある北海道立教育研究所や札幌にある特別支援教育研修センター、理科

教育研修センターなど色々な所に行く機会が増えてきたと思っています。もう一つの

大きな理由として先ほど申し上げましたとおり、授業時間数の確保ということからど

うしても研修へ出る機会が遠慮していくのかなという気がします。 

○ 議長 吉田 義一 特に発言を許します。鳥潟真二君。 

○ 議員 鳥潟 真二 私も教育長がおっしゃった数字が多いか、尐ないかの判断は今

の状況ではできませんが、色々な課題を抱えて研修事業にたくさんの教職員の方を向

けるというのは大変困難なことであるということも理解しますが、教育長の指導力を

大いに発揮されて、大切な私どもの子どもたちの教育に関わることなので、尐しでも

良い方向に進むよう政策を進めていただきたいということを希望して終わります。 

 

○ 議長 吉田 義一 以上で一般質問を終わります。よって本日の日程は全て終了し

ます。本日はこれをもって散会します。 

   （午後 ３時２０分散会） 


