平成２２年第１回足寄町議会定例会議事録（第２号）
平成２２年

３月１０日（水曜日）

◎出席議員（１５名）
１番

星

孝

道

君

２番

榊

原

深

雪

君

３番

島

田

政

典

君

４番

井

脇

昌

美

君

５番

木

村

明

雄

君

６番

川

上

初太郎

君

７番

熊

澤

芳

潔

君

８番

高

橋

幸

雄

君

９番

矢

野

利恵子

君

１０番

谷

口

二

郎

君

１１番

後

藤

次

雄

君

１２番

大久保

優

君

１３番

高

道

洋

子

君

１４番

菊

地

將

君

１５番

吉

田

敏

男

君

一

◎欠席議員（０名）
◎法第１２１条の規定による説明のための出席者
足

寄

町

長

安久津

勝

彦

君

足寄町教育委員会委員長

星

崎

隆

雄

君

足寄町農業委員会会長

阿

部

正

則

君

足寄町代表監査委員

川

村

浩

昭

君

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者
副

町

長

田

中

幸

壽

君

総

務

課

長

大

塚

博

正

君

福

祉

課

長

堀

井

昭

治

君

住

民

課

長

中

鉢

武

美

君

経

済

課

長

鈴

木

泉

君

建

設

課

長

南

岡

雄

二

君

国民健康保険病院事務長

高

田

安

春

君

会

者

渡

邊

義

一

君

農業委員会事務局長

長

南

和

彦

君

計

管

理

◎教育委員会教育委員長の委任を受けて説明のため出席した者
教

育

教

育

次

長

加

長

森

藤

和

弘

君

和

治

君

◎職務のため出席した議会事務局職員
事
事
総

務
務
務

局
局

担

次
当

主

長

根

本

昌

弘

君

長

西

東

文

雄

君

査

山

田

弘

幸

君

― 1 ―

◎議事日程
日程第１

議案第２０号

足寄町医師等修学資金貸付条例の一部を改正する条例（文教厚
生常任委員会）＜Ｐ３＞

日程第２

行政報告（町長）＜Ｐ３〜Ｐ４＞

日程第５

一般質問＜Ｐ４〜Ｐ４６＞
高 橋 幸 雄 議 員Ｐ４〜Ｐ２７
後 藤 次 雄 議 員Ｐ２７〜Ｐ３１
矢野利恵子議員Ｐ３１〜Ｐ３５
井 脇 昌 美 議 員Ｐ３５〜Ｐ４６
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午前１０時００分

開議

りましたので、差しかえをすることを御了承
を願いたいと思います。

◎

差しかえをする予算書等につきましては、

開議宣告

○議長（吉田敏男君）

全員の出席でござい

上段に赤丸で表示をしてありますので、それ
以外のものにつきましては、後ほど回収をさ

ます。これから、本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

せていただきます。

です。
◎
◎

○議長（吉田敏男君）

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

議会運営委員会委員

本件における文教厚生常任委員会委員長の
３

月５日に開催されました第１回定例会に伴う

報告は、別紙配付のとおりです。本件におけ
る委員長の報告は、原案可決です。
これにて、委員長の報告を終わります。

議会運営委員会の協議の報告をいたします。

ただいまの委員長の報告に対する質疑を行

本日は、最初に、３月２日の本会議で文教
厚生常任委員会に付託いたしました議案第２

います。質疑はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

０号の審査報告を受け、審議をいたします。
次に、行政報告を受けます。

○議長（吉田敏男君）

次に、一般質問を行います。

す。これで、質疑を終わります。

これにて、議会運営

ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

委員会委員長の報告を終わります。

○議長（吉田敏男君）
◎

討論なしと認めま

す。これで、討論を終わります。

諸報告

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

これから、討論を行います。討論はござい

以上で、報告を終わらせていただきます。
○議長（吉田敏男君）

議案第２

０号足寄町医師等修学資金貸付条例の一部を

井脇昌美君。

○議会運営委員会委員長（井脇昌美君）

日程第１

改正する条例の件を議題といたします。

長から、会議の結果の報告を願います。
議会運営委員会委員長

議案第２０号

これから、議案第２０号足寄町医師等修学

この際、報告をいた

資金貸付条例の一部を改正する条例の件を採

します。
町長からさきに送付をされました議案第２

決をします。

５号平成２１年度足寄町一般会計補正予算

本件に対する委員長の報告は可決です。本

（第１５号）及び議案第３１号平成２１年度

件は、委員長の報告のとおり決定することに

足寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整

賛成の方は起立願います。
（賛成者起立）

理事業特別会計補正予算（第８号）、平成２
１年度補正予算説明資料、平成２２年度足寄

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

町国民健康保険病院事業会計予算書について

したがって、議案第２０号足寄町医師等修

の一部誤りがあり、全ページを差しかえたい

学資金貸付条例の一部を改正する条例の件

との旨、文書をもって議長あてに申し出があ

は、委員長の報告のとおり可決されました。

りましたので、本件につきましては、さよう
◎

差しかえることを御了承をいただきたいと存

行政報告

○議長（吉田敏男君）

じます。
平成２２年度足寄町一般会計予算書の２１

行政報告

を行います。
町長から行政報告の申し出がありましたの

８ページ、平成２２年度特別会計予算書の１
５７ページにつきましても、一部に誤りがあ

日程第２

で、これを許します。
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順番に発言を許します。

町長安久津勝彦君。
○町長（安久津勝彦君）

８番

議長のお許しをい

高橋幸雄君。

ただきましたので、行政報告を申し上げま

○８番（高橋幸雄君）

す。

１回定例会に当たりまして、学校現場におけ

土地区画整理事業にかかわる訴訟等の現状

私は、平成２２年第

る教育等について、３点につき教育委員会の
所信並びに所見をお伺いするものでございま

について報告申し上げます。
平成２２年１月２６日開催の第１回臨時会

す。
第１点目は、学校現場での「がん」教育に

において、建物収去土地明渡請求事件にかか
わる土地の明け渡しの完了及び訴訟費用につ

ついてでございます。

いて御報告させていただきましたが、訴訟費

がんの病につきましては、生活習慣を見直

用２万１,０４０円については、本日現在、

すことで、発生もある程度抑えることができ

未納の状況であります。

るとされているがんについては、教えてはと

平成２２年１月２９日、建物の収去及び土
地の明け渡しの強制執行に要した費用の額が

いう提案が各地の議会で提案されている状況
にございます。

確定したことから、釧路地方裁判所帯広支部

正しい理解の普及啓発の観点からも、重要

に強制執行についての執行費用額確定処分の

であると考えるところでありますが、この点

申立書を提出し、平成２２年２月２４日、債

について教育委員会の所見並びに所信をお伺

権者・足寄町代表者町長安久津勝彦に債務

いするものでございます。
２点目は、裁判員制度と法教育についての

者・浅川雅巳は３５３万７,１９８円を支払
えとの執行費用額確定処分の通知がされまし

件でございます。

たので、平成２２年３月２日、納付期限を３

小学校の社会科や中学校の公民的分野で法

月１９日までとした執行費用の請求を行いま

教育が教えられてございます。この目的は明

した。

らかで、重要な教育であることは論を待たな

次に、平成２２年３月４日、札幌高等裁判

いところでございます。裁判員制度を含めた

所第三民事部において仮換地指定処分取消請

法教育にかかわる所見をお伺いするものでご

求控訴事件の控訴人・丸山公嗣氏ほか２名に

ざいます。
３点目は、学校図書の充実についての件で

かかわる第１回口頭弁論が開催されましたの

ございます。

で、御報告を申し上げます。
当日の審理は、控訴人の控訴状、控訴理由

この問題につきましては、平成２１年第４

書の主旨確認と被控訴人の答弁書の陳述と証

回定例会で質問した際の答弁におきまして、

拠書類の原本確認を行い、裁判長から審理の

毎年継続して図書の購入を行っております

終結が宣言され、判決言い渡しは４月２２日

が、小学校では配置数が１万４,５９０冊、

午後１時１０分とすることが告げられ、閉廷

中学校では４,２９５冊と、まだ国の基準を

をいたしました。

クリアするに至っておりませんとの答弁でし

以上、土地区画整理事業にかかわる訴訟等

たが、平成２２年度の予算措置とその後にお

の現状についての御報告といたします。

ける計画について、所見並びに所信をお伺い

○議長（吉田敏男君）

するものでございます。

これで、行政報告を

○議長（吉田敏男君）

終わります。

教育委員長、答弁。

○教育委員長（星崎隆雄君）
◎
を行います。

般質問にお答えいたします。

一般質問

○議長（吉田敏男君）

日程第３

高橋議員の一

１点目の学校現場での「がん」教育につい

一般質問

ての御質問でございますが、子供たちが健や
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かに成長していくためには、適切な運動、調

慣の確立と、がんに対する正しい知識の習得

和のとれた食事、十分な休養・睡眠が大切で

に基づき、健康な生活を送ることができるよ

ございます。

うにすることが大切であると考えておりま

また、子供たちがこうした生活習慣を身に

す。

つけていくためには、家庭の果たすべき役割

２点目の裁判員制度と法教育についての御

は大きいところですが、最近の子供たちを見

質問でございますが、法教育の定義として

ると、よく体を動かし、よく食べ、よく眠る

は、法律の専門家ではない一般の人々が法や

という成長期の子供にとって当たり前で必要

司法制度、これらの基礎になっている価値を

不可欠な基本的生活習慣が大きく乱れていま

理解し、法的なものの考え方を身につけるた

す。

めの教育と言われております。

こうした基本的生活習慣の乱れが、学習意

社会は、自分と他人の生命、自由、権利を

欲や体力、気力の低下の要因の一つとして指

互いに尊重することで成り立っています。そ

摘されています。

のためには、みんなが従うルールをつくり、

このような状況を見ると、家庭における食

それを守らない人には刑罰を課することで、

事や睡眠などの乱れは、個々の家庭や子供の

お互いを守っていくことが必要であります。

問題として見過ごすことなく、社会全体の問

このためには、国民１人１人が法や司法を

題として、地域による一丸となった取り組み

身近なものと感じることが重要であり、能動

が重要な課題となっております。

的に参加していく気持ちが大切であります。

この中で、生活リズムの向上につながる運

これを実践するものとして裁判員制度が導

動として「早寝早起き朝ごはん」が、スロー

入され、平成２１年５月２１日以降に起訴さ

ガンとともに全国的に普及してまいりまし

れた一定の重大犯罪が対象となっておりま

た。足寄町においても、子供たちの基本的生

す。
裁判員制度の意義といたしましては、さま

活習慣の根幹となる本運動を取り入れて指導

ざまな社会経験を持つ一般人が加わること

してきております。
さらに、生涯を通した健全な生活の実現、
食文化の継承、健康の確保が図られるよう、

で、刑事裁判に国民の視点、感覚を反映する
こと。
事実認定や量刑の判断を通じ、国民が人権

学校と給食センターが連携して食育を指導し

や社会秩序、社会におけるみずからの役割を

ております。
今後ますます、みずからの食について考え

考えるようになること。
評議・評決の過程を通じ、民主主義の基本

る習慣や、食に関するさまざまな知識と、食
を選択する判断力を身につけさせるための学

を身につけることができること。
裁判の進め方やその内容に国民の視点、感

習指導の取り組みが重要になってくると考え

覚を反映することで、司法に対する国民の理

ております。
現在、学校におけるがんに関する学習につ
いては、小学校では保健学習の「病気の予

解と信頼が深まり、司法がより身近なものに
なること、と考えております。

防」の単元の中で、中学校では「健康な生活

この裁判員制度においては、幅広い層の国

と病気の予防」の単元の中で、それぞれ生活

民からの主体的・積極的参加が求められるた

習慣病を予防したり、喫煙・飲酒・薬物乱用

め、制度の円滑な実施を可能とするために

等の害から身を守る内容の中で触れられてい

は、将来、裁判員として裁判員制度を支える

ます。

こととなる中学生に対しても、裁判員制度の

教育委員会といたしましても、基本的に

意義や重要性を理解させ、みずからが将来の

は、児童・生徒１人１人が規則正しい生活習

裁判員制度を担うのだという意識を持たせる
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今後も購入図書の種類により購入冊数は増

ことが重要だと考えております。
御質問の裁判員制度を含めた法教育につい

減いたしますが、学校が必要とする図書の購

ては、裁判員制度が新たに創設された制度で

入を引き続き継続的に実施し、図書の充実を

あることから、現行学習指導要領には裁判員

図ってまいりたいと考えております。
以上で、高橋議員の一般質問に対しての答

制度そのものについての記載はありません
が、司法に関する記述部分で、「法に基づく

弁とさせていただきます。

公平な裁判での保証があることについて理解

○議長（吉田敏男君）
８番

をさせること」と記述されていることから、

再質問を許します。

高橋幸雄君。

国民が司法に参加することによって、国民の

○８番（高橋幸雄君）

私は今回、前定例会

声が司法に反映されることになり、司法に対

に引き続いて教育行政について一般質問をさ

する国民の理解と信頼がより強まるととも

せていただいております。

に、国民が裁判員を経験することで、みずか

私が初当選したのは昭和５０年、１９７４

らを取り巻く地域社会の問題についても考

年でございます。当時、委員会所属は文教委

え、問題を共有する意識をつくり上げること

員会でございまして、非常に教育については

につながるという裁判員制度の意義を学ばせ

しっかりと勉強をさせていただきました。
今話題になっております札幌の衆議院議員

ることが重要であると考えております。
３点目の学校図書の充実についての御質問

の北教組の献金問題、その要因となっており

でございますが、文部科学省は、これまで全

ます資金の問題が北海道新聞に開示させてご

国的に学校図書館の蔵書について、その整備

ざいましたね。
当時１９７５年、私が２年目の年、北教組

目標となる学校図書館図書標準を設定し、図

足寄支会から新制度にかかわる請願がござい

書の充実を図ってまいりました。
しかし、平成１９年度末現在でこの図書基

まして、当時を思い起こすと、もうありとあ

準を達成している学校の割合は、全国の小学

らゆる月刊教育雑誌読みあさっていたことが

校で４５％、中学校では３９％と低い水準に

思い出されてございます。
新聞報道によりますれば、その資金額が五

あります。
足寄町におきましても、平成２１年度末現

十数億円と、北海道教職員組合だけですよ

在での達成状況については、小学校では必要

ね、そういう状況にあるのは。あと全国は新

標準数２万７６０冊に対して１万５,５９５

制度を導入しておりました。

冊、７５％、中学校では９,６００冊に対し

当時１９７５年の段階でも、今、議員定数

４,７８７冊、５０％となる見込みでござい

２分の１削減、あるいは報酬２分の１削減で

ます。

名を馳せております元民主党衆議院議員河村

平成２２年度の予算につきましては、小学

市長、名古屋市長ですね、当時その名古屋市

校では１４６万６,０００円、中学校では６

は、新制度特区に全国導入してございました

６万３,０００円を本定例会に予算計上させ

ことが今でも記憶新たにしておりまして、そ

ていただきました。

の後、北海道教職員組合だけがその条件に

今後におきましても計画的に購入を進め、

合ってないということが明らかになっており

平成２７年度で図書基準が達成できる見込み

まして、お金やったり取ったりで、五十数億

となっております。

のうち３０億ぐらいまだ北教組の会計にある

また、この間も巡回ブックポケット事業に

んでないかと、このように新聞、残りは供託

おいて、学校図書とは別に毎月１回、８０冊

されてきたと、こういう報道ございました。

を市街地を除く各学校に配置し、子供たちの

私はそこで、その問題を今テーマに取り上

図書利用を図っております。

げるんではなくて、今回の教育行政にかかわ
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る一般質問を通じましてね、教育行政って何

に来て座談会やった方がふさわしいぐらい能

なのかなと、一般町民と何なのかなというこ

力あると。
私の経験則の中でもこういう経験則あるん

とをめり張りつけたいなと。
地方教育行政組織及び管理に関する法律２

ですよ。東京の山手線に乗っておりまして、

３条の教育委員会の職務権限がございますよ

恐らく小学校に上がらない、有名な私立幼稚

ね。私はやっぱり教育というのは、何かその

園へ通ってるかどうかわかりませんけどね、

町に光るものがあってしかるべきでないかな

その会話を聞いたときに、一般論からいえ

と。金太郎あめのようにみんな切ったら同じ

ば、こませでしゃくれてかわいげがないなと

だということは、そういうことは私はどうな

思う反面、会話がですよ、我々成人男性より

のかなという常日ごろ疑問持ってございまし

もしっかりとしたトークをしてるんですね。

た。

やっぱりそのことは、やはりその教育という

当時３０年前、教科書裁判で有名な家永先
生の裁判、教科書訴訟問題ございましたね、

ものの大切さがそういうことに出てるのかな
という思いをするんですよ。

あのころから議員になる前から、非常に関心

それだけに、この教育行政を担ってる教育

持って法研究して学習してございましたけど

委員会は、先ほど申し上げました金太郎あめ

も、やはりどうしてもまちづくりの中で教育

的なことではなくて、独自のやっぱり足寄町

というものは、何かハードな事業とか、福祉

に誇れるようなもの、１２月定例会にも申し

とか医療というのがどうしても先行されがち

上げましたけど、やっぱり足寄に誇れるもの

であって、どうしても二番煎じになってし

は何だと申し上げたら、やっぱりブルースカ

まってるんではないかなと。

イの夏はですね、秋はもみじの映るオンネ

道内でも、過日の札幌段階の講演の中で大

トーだと、その次はやっぱり足寄の教育だと

学の先生おっしゃってましたけども、行政委

いうぐらいのやはりそういうようなことを醸

員会そのものが広域化して、例えば今の客観

し出さないと、教育行政としての価値は半減

的状況からいけば、３町が今行政組合の消

するんでないかなという思いしてるんです

防、し尿はなくなりましたけど、ごみの関係

よ。

を一つの広域行政でやっておりますね。教育

私が今本論に入る前に、答弁書もいただき

委員会も監査委員も農業委員会も、つまり行

ましたし教育委員長のお話聞いてました。こ

政委員会の広域化の中で、仮にそうだとした

れワンパターンですね、もうちょっと深みが

らば、そういうことでも足りるんでないかと

あるのかなって、これは私の能力でも書ける

いう疑念が湧いてくるんですよね。

ようなことなのかなと。

したがって、恐らくこれ独自の経済振興な

この答弁書は、学校現場の校長を初めとす

ら、外的要因があってなかなか単独ではでき

る諸先生方と、その御意見を得てこの今教育

ない面もありましょうけども、教育だったら

委員長が答弁した要旨には入ってるのかな

光るものがあるんでないかなと。

と、その辺はどうかなということをまず第１

おとといのある民放番組で、今の金と政治

点お尋ねしたいんですよ。

の問題に絡んだコメントを、小学６年生が何

それから第２点目、通常、先ほど２３条の

人か出てテレビの民放に答えていましたね、

話をしました、２４条の２では特例措置って

その所見を聞くと、それに出演している政治

あるんですね。教育委員会が携わらないこと

評論家とか各政党の国会議員おりましたけど

が規定されてますね、ただし条件ついてます

ね、我々よりもしっかりしたコメントをして

ね。

るなと、我々よりもしっかりしたコメント、

スポーツも学校にかかわるスポーツではな

むしろその方がコメンティーターとして公職

い、文化でも文化保護財の関係は違うよと、
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それ以外のものについては町長が施策を構築

通常、医師の免許のない学校教員が、がん

することができるという法律が規定があるわ

教育の限度あるんですよ。本来教科書に規定

けですね。それ以外はみんな教育委員会なん

されているような状況だと、本当に子供や児

ですよ、それ以外は。その場合についても、

童、児童・生徒がそしゃくできるのかな、内

教育委員会の意見は聞くということにもちろ

容が本当にわかるのかなと。
私は来定例、この際申し上げておきますけ

んなっておりますけどね．
だから今これ出てるこの答弁書も含めて、

ど、次期定例会第２回は薬問題を取り上げる

本論に入る前で、その辺がどうなのかなとい

予定です。今回予定に入れようと思ったんで

うことをね、明確にちょっとまず最初にお答

すけど、２時間という制限ありますんで３点

えしていただきたいなという思いでお尋ねを

にさせていただいたんですが、別に教育長、

させていただきますけど、いかがでしょう

メモしなくて結構ですよ。また来年ちゃんと

か。

通告して正規にやりますんで、御安心くださ

○議長（吉田敏男君）
○教育長（加藤和弘君）

い。きょうはお尋ねしません、通告質問外の

教育長、答弁。
お答えをいたしま

ことは私申し上げませんので。
したがってね、したがって、今そのがん教

す。
がん教育にかかわっての学校現場との話し

育というのは何で必要なんだということで

てるのかというお尋ねかと思いますけれど

ね、やっぱりわかりやすい授業に、生徒から

も、教育課程の編成につきましては、各学校

がんを理解できるような教育でないとだめな

の中で編成をされるという状況の中でござい

んですよ。教科書の１ページに書いてるか

ますし、また、実際に教科内容、単元も含め

ら、がんってこういうもんですよということ

て具体的に学校と協議したということは特に

ではだめだと思うんですよ。
したがってね、したがって、やっぱり専門

ございません。

医を呼んで、専門医呼んで、スポーツ大会の

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

８番

高橋幸雄君。

ね、足寄町の全児童・生徒集めたスポーツ大

○８番（高橋幸雄君）

私ね、答弁書見てみ

会のようにね、やっぱり専門医からきちっと

てね、今ここに、先ほど申し上げたように１

図解説明をしていただいてやるぐらいの熱意

期目は文教委員会に所属して、今ここ昨年の

でなければ、今答弁書にあるようなことだと

８月ごろから、今、教育問題を取り組もうと

すればね、私はいかがもんだろうかなと。そ

思って相当お金をかけてね、前定例会のバカ

ういう切り込みがあってしかるべきでないか

ロリア教育、つまり英語教育ですね、実践教

なと。
学校現場の教員は教員免許持ってますよ、

育の話もさせていただきました。
そして次、来定例も教育問題を取り上げる

もちろん、中身はいろいろありましょうけど

つもりでおりますんで、その中で今この手元

もね。しかし、専門的な分野においては全く

にある各地方公共団体の議会の論議、それか

承知されてないと、そういう方々が教育して

ら関係教育委員会の答弁があるわけですよ

も、本当のがんに対する教育が学校現場でな

ね。

されてるかったら、私はそうではないんでな

このがん教育も、私ががん患者になったか

いかなと。

らそういうことを申し上げてるんではなくて

そのぐらいやっぱり切り込み入れてしかる

ね、確かにこの答弁書に書かれてること、答

べきでないかなと思うんですよ。その点につ

弁されたことは、そのことは全く否定できな

いてどう思いますか。それは教育長、無理で

いことでありますけど、もう少しきめ細かな

しょうか。教育委員長、無理でしょうか。私

すくみはあってしかるべきでないかなと。

が今提言してることは問題ありましょうか。
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今、新学習指導要領が出されてスタートし

できないだろうと。

ようとしてますがね、次のテーマは私は先ほ

それは今のカリキュラム、つまり一定の中

ど薬の問題、麻薬の問題、いろいろあります

でそのことを取り入れれるかどうかという時

ね。何か芸能人だけがピックアップされて、

間的な問題もありましょうけども、今の教育

きのうもミュージシャンが逮捕されましたけ

長の答弁聞いてると、入れられるんでないか

どね、その問題を取り上げますよ。それから

という、入れるというような断定的な答弁さ

新指導要領で来月は土曜日の取り扱い、ゆと

れてないんですね。
当然８番議員の指摘をいただいてるごと

り教育から違った状況になりましたね、この

く、このことは今年度中にも、人の命にかか

問題取り上げます。
メモしなくて結構です、改めて通告します

わることだから、民主党政権は命を大事にし

から。そういう意味からいって、今のこの問

てるの、今、命を、命にかかわることだか

題も、そういう現場の教育の取り込みは不可

ら、私みたいにもうがんになった人は別で

能なものかどうか、それについて明言してく

す、命にかかわることだから、早速にでも学

ださい。いかがでしょうか。

校現場と協議し、そして私はね、やっぱりこ

○議長（吉田敏男君）

のことはこのように思うんですよ。

○教育長（加藤和弘君）

教育長、答弁。

授業参観日ありますね、公開の授業参観、

お答えをいたしま

保護者と一緒に聞けるようなこともあってし

す。
がんにかかわっての指導の範囲の中で、専

かるべきかな、そしたら親子が一体となって

門医を呼んで専門的に知識、教養を身につけ

ね、児童・生徒だけでなくて親子が一体と

させるということ、これもまた大事なことか

なって専門の方のがんにかかわる教育を学べ

なと、このように思ってございます。

るんでないかな、認識を深めれるんでないか

学校でのカリキュラムの中でどのぐらいの

と思うんですよ。

時間数を持てるかという問題もありますし、

前段の答弁もそうですけど、今私のこの御

指導計画そのものの取り扱いについてもどう

提言に対して取り組むということは、先ほど

取り組んでいくかという状況にあろうかと思

も言ってませんでしたけど、考えられるのか

います。

なったら、場合によっては考えられないんだ

当然専門的な指導ということになります

ということも、普通はこういうとこで言った

と、現場の先生では対応できないというの

ら、検討したいったらほとんどやらないとい

は、仰せのとおり専門医のお話をしていただ

うことなんですよ。

くという機会を持たなければならないだろう

普通あなた方座ってる答弁は、私３５年の

と、このように思ってございますけれども、

議員生活は、検討させていただきます、前向

いずれにいたしましても、時間数の問題、授

きにったって、今年やると言ってないと、ね

業時数の関係も含めてどのような対応ができ

副町長、そうですよね。それが普通の、だか

るのか、もし対応するとすれば、外部講師の

ら私はね、そういう我々が議員としてパフォ

派遣というような形の中で対応していくとい

マンスやってるわけでありませんから、やっ

うことも考えられるのかな、このように思っ

ぱりあなた方はあなた方の、町長も町民から

てございます。

選ばれてる人だけど、我々もやっぱり町民か
ら直接選挙で選ばれてる意味で、ただ一部の

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

８番

高橋幸雄君。

人が言ったということばかりを出すんではな

○８番（高橋幸雄君）

私は今のがん教育の

くて、やっぱり全体的なとらまえ方の中で、

取り組み方にね、学校現場の教師だけでは知

どうあるべきかということを一般質問につい

識的にも不十分だろうと、児童・生徒も理解

て申し上げてるだけですから、もう少し前向
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き、前向きにというよりぜひ、当該年度は無

り。即やれるべきことは、私がさっき申し上

理だけど次年度についてはきちっと取り組み

げたようにね、今の法規範、教育委員会の職

たいとか、このことについて執行してまいり

務権限、地方教育行政の組織運営に関する法

たいとかって、何かそのぐらいのこと言えな

律第２３条ね、この中でも明らかに第１項第

いのかなと。どうなんですか、その辺、何か

５号であなた方教育委員会の職務権限がある

難しい問題ありましょうか。

んですよ。

先ほどはどうですかと言ったら、いや、考

私はよくわからないのはね、教育委員会と

えられるのかなと。私が提言してるのは、

いう行政委員会は、全く学校現場の教育に全

せっかくの機会だから、公開の授業参観のと

く携わってないということではないと思うん

きに相あわせてね、児童・生徒と一緒になっ

ですよね。基本的には文科省が定めた、教育

て保護者の方もそういう機会をとらえてね、

基本法も変わって、昨今の何年かで改正ござ

がんに対する一定の見識を深めることもよろ

います、私は当時の古いやつを記録にしてお

しいんでないですかと、このようにまた申し

ります、改めて何日か前から、もう一回法律

上げてるんですけど、このことについてどう

を読み直して見てるんです。

ですか。先ほどと同じような答弁でしょう

上げてるように、金太郎あめのように本別町

か、いかがでしょうか。
○議長（吉田敏男君）
○教育長（加藤和弘君）

そういうことからいくと、先ほどから申し
も陸別町も足寄町も幕別町も、あめを切った

教育長、答弁。
大変貴重な御意見

をいただいておりますけれども、いずれにい

らみんな同じやるということを法律で義務づ
けてないと思うんですよ、そこまでは。

たしましても、学校現場の中でどう取り組め

だから今私が昨年のお盆前から読んでいる

るかということも含めて検討していかなく

専門的なことにおければ、やっぱり地方公共

ちゃならない、検討って、またやらないとい

団体の教育委員会の独自性の事業というのが

うお話でございますけれども、いずれにして

こういっぱいあるんです、きょう時間限られ

も、本日の御意見をいただいて、学校と前向

てるから全部開示するつもりは毛頭ありませ

きに進めれるように検討、検討というか、実

んけどね、それは教育委員会の重職にある方

施に向けて協議をしてまいりたいと、このよ

だって御承知だと思うんですよ。
特に私はね、重要なのは、今教育委員長の

うに思ってます。
○議長（吉田敏男君）

８番

高橋幸雄君。

星崎さん答申なさってますね、たしか私の記

○８番（高橋幸雄君）

まあ大体こういう公

憶に間違いなければ、昭和６１年度の臨教審

の場で言うときは、大体検討してる検討して

答申の中で定められて、教育委員の選任は保

る、任期終わるんですよ、大抵。検討してる

護者を入れなきゃならないというように変わ

といううちに、自分の公的な重い職について

りましたね。
私が議員になったころそうでないんです

る方の任期終わるんですよ。そして引継書に

よ。同一政党２分の１以上の教育委員の選任

書くんですよね。
２２年第１回定例会によって、がん教育に

したらだめだと書いてる、同一政党。集まっ

学校現場で教育を施すべきでないか、場合に

てみたら教育長からみんな民主党支持者だっ

よっては公開の授業参観に保護者と一体と

たり自民党支持者だったらだめだということ

なってね、専門ドクターの見識を広めてがん

を規定、今そういう規定、今でも残ってます

教育に掲げる教育をなすべきでないかと引き

けどね、改めて変わったのは保護者から選任

継ぐんですよね。私はそういうレベルでない

ですよ。
保護者から選任ということは、在任期間を

と思うんですよ。
民主党政権はやっぱり命ですよ、やっぱ

必ずだれかがということになりますれば、昨
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年そういう方を教育委員に任命、我々議会も

２２条に職業の選択の自由は憲法で決められ

提案あり議決いたしましたよね。そうすると

てますよったって、私はだれをはばかること

小学校１年生の保護者が、恐らく中学校は、

なく、前定例会で申し上げましたけど、やっ

本別中学へ行くことないと思いますので足寄

ぱり学校の教師というのを私は何よりも尊敬

中学と仮定した場合、これで任期９年で小学

する、よく国会議員の方は先生と、私は一度

校、義務教育９年ですから、そうするとその

も呼んだことありませんけど、やっぱり学校

方の任期は９年、３期ですよね。

現場の先生はやっぱり何といっても先生です

仮によしんばあれですよね、ちょうど委員

よ。

の交代期限がうまく重なれば、常に法の趣旨

私が何もイロハのイの字も、１足す１もわ

にのっとった選任のあり方はあるんでしょう

からんのにきちっと教えて、それなりの話を

けども、そうでない場合については、やっぱ

こうやってできることに育て教育受けてくれ

りちょっとそういう法の趣旨に照らわした選

たのは学校の先生ですよね。そういうことを

任できない可能性も出てくる、在任期間もさ

思えば、そしてなおかつ学校現場のそういう

ることながら。

先生をサポートしながら、あるべきうちの地

だから私は今学校現場で求められている教
育の具体的なあり方について、教育委員会が

域性に合った教育行政するというのがあなた
方の担う力だと思うんですよね。

地教委としてきちっとした施策を随時そのこ

だから全く憲法で定めた学問の自由、い

とを執行に移していかなければ、先ほど申し

や、２３条にあるんだけどなと覚えたって、

上げてるように引継事項になっていって、ど

受け身のためにね、あそこの町の教育委員会

こも引き継いで学校現場の教育が変わらない

ならこんな教育（不明）だからきのうでした

という事態が私は出ると思うんですよ。

か、町長とも英語教育の話を非公式の場でお

私はやっぱり憲法上の段階で申し上げれ

話したことあるんですよね。

ば、２３条学問の自由という憲法の規定ござ

大体英語の中学校のリーダーほとんどやれ

いますよね。だけども学問の自由ったって、

ば、普通は会話できるんですけど、ヒアリン

義務教育まで選べないんです、先生のこうい

グどうしても、過日の定例会で言ったように

う地域性からいったら、先生も学校も選べな

それでバカロリア教育の話をしたんですけ

いんですよ。

ど、常に日本語、つまり国語以外はもうほと

学問の自由って憲法でうたってたって、義

んどっていいぐらい英語で授業やるよと、私

務教育以上があればね、場合によっては父兄

立でも、大体私学から始まってることは多い

の負担もあるもんですからね、いろんなこと

んですけど、公立もありますよと、今小学校

は選ばれるでしょう。高校卒業すれば学問の

も英語課程が高学年導入されると、我が町に

自由も追及できるでしょう。憲法に沿った２

ついてはカナダから招聘していただいている

３条に基づいたことできるでしょう。だけど

と、そういう意味での教育というのは、うち

義務教育はそれができない。だから受け身な

町の独自の教育もあってしかるべきでないか

んだよ、常に、何ぼ自由があったって。それ

なということを申し上げた経過ありますよ

だけに、行政委員会の果たす役割は私は大き

ね。
だから今振り返ってみたら、あのときあそ

いと思うんですよ。そうですよね。
今の私がフィードバック、つまり時代をさ

この町だって自分があそこの小学校、それか

かのぼって小学校１年生に、１年生の教科書

ら中学生でいれたら、こんなことを学べてこ

からずっと、私ずっとほとんど持ってる、今

ういうことを学べたのになって、もちろん私

現時点で持ってますけど、僕は先ほどから申

の能力もあるから一概には言えませんけど

し上げてるように憲法上の規定からいって、

ね、ただ一つは、受け身であり、そのことの
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教育行政によって受ける児童・生徒の教育レ

てるわけですからね、そういう意味からいき

ベルというのは違うということははっきりこ

ますれば、もう少しやっぱり学校現場とき

の際申し上げたんですよ。

ちっとして、今の学習指導要領のカリキュラ

先ほども一昨日のテレビ番組における小学

ムの中では、今私が提言申し上げてることは

６年生のコメントね、まず私ならあれだけの

まさに言いたいことは、質問者の言いたいこ

コメントできるかなと、政治評論家、国会議

とは、そこまでおろすことを多分言うだろう

員たくさんいる中でも、あれだけのコメン

けども、学校現場としては時間帯で受けれな

ト、メンバー入れかわってその場面に構成し

いという、私はそんなはずないと思うんです

た方いいんでないぐらいしっかりとした答弁

よ。

ですね。中には選ばれた人だけコメントして

それだったら、ほかの地教委でやってるよ

それだけ流してるんでないかという話、仮に

うなこと、この次の機会で時間ありました

選ばれてる人小学校６年生ですから、さっき

ら、２時間の制限ですから、余りお尋ねして

小学生の東京の山手線の列車の中の話も引用

執行状況を開陳できないのは残念ですけど

させていただきましたけど、それほどやっぱ

ね、私はその辺もちょっとめり張りつけて御

り学校現場なり教育行政の担うことは大きい

答弁いただけたらよろしいのかなと思いま

と思うんですよ。

す。何せ命にかかわることですから、いかが

したがって、さっきから申し上げてますよ

ですか。

うに、検討するということでなくて、先ほど

○議長（吉田敏男君）

申し上げた教育委員の任期ということもあり

○教育長（加藤和弘君）

ますし、子供はもう小学校１年生は、一般論

す。

教育長、答弁。
お答えをいたしま

からいくと二度と小学校１年生やることほと

今お話にありましたように、どういった授

んどありませんよね。大学生は、留年して６

業の中で取り組んでいくかということになろ

年ぐらいまでいれるんですか、それはあるか

うかと思います。当然保健体育、保健の時間

もしれませんけどね、研究をまだ深めたいっ

も活用するということも可能でもちろんあり

て大学に残る方、余りそんなものは大学院修

ますけれども、総合的な時間の中だとか特別

士課程、博士課程は別としても、一般論はな

活動の時間の中で、あるいは授業以外のとこ

いですよ、余りね。

ろでも家庭教育学級を含めてそういった対応

だけど小学校児童・生徒はそんなことにな

の仕方ができるのではないかなと、このよう

りませんのでね、それだけやっぱりしっかり

に思っております。その辺も含めて、学校と

としたことをやっていただかなければね、

協議をさせていただくということで御理解を

今、今定例会に予算提案なってるもう本当の

いただきたいと思います。

管理運営経費というのはね、さほど大きな数

○議長（吉田敏男君）

８番

字ではございませんよね、さほど大きな数字

○８番（高橋幸雄君）

時間の関係あります

ではない。

んでね、この程度にこの問題についてはおさ

高橋幸雄君。

もちろん教育費全体の予算の中では学校の

めたいと思いますけど、とりあえず命にかか

改築、そういう投資事業的なことももちろん

わる、そしてもう少し生きた教育をやって、

ありますから、全体には相当大きな要素を占

１足す１も大事だし、倫理道徳も大事だ、き

めるけど、実際やってるのはそんな大きなこ

ちっと礼節を尽くすとか、一定の所見は述べ

とでありませんね。それは学校教育に限定し

たりコマーシャルめいたことの話言うけど、

たらまさにそのとおりであって、そんな意味

一番基本的なことができないということで

では、これをどうしても即やっぱり教育委員

あってもいけないし、非常に真っさらの純白

会、私は通告して、もう１週間前から通告し

な心の中で小学校１年生から教育を施すこと
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りいなかった。給与が全然違いましたね、

の難しさですよね。
それはあると思いますんで、これは検討課

ベースがね。民間企業によったら３倍ぐらい

題というよりも、即学校現場とで協議して

のこともありましたよね。金融機関だってつ

ね、だって、今いろんなテレビ報道の中で非

い１０年ぐらい、バブルはける前までは、大

常に一番私が一番不愉快に思うのは、政治と

体今の同じような行政レベルで学歴同じだっ

金の問題よりも子供の虐待問題ね。抵抗もで

たら、４割ぐらい増ですよね、年収からいく

きない、餓死をさせた、なさぬ仲の関係の父

と。

親だったり母親だったり、そういうことの中

でも僕ね、やっぱりさりとて教育現場とい

であの場面が一番、そこでこういうことを引

うのは大事で、教師というのは先ほど申し上

用するのは不見識だとお叱り受けることを

げたようなことを考えれば、やっぱりそれに

重々、言わせていただければ、場合によって

携わる者が、やっぱり法規範もさることなが

はね、子供のとき飼ってた犬が学校から帰っ

ら教育の思い、思いをいたすことというそう

たらいなかったと、チロがいなかったって、

いう理念がまた大事かなと。

その復讐をして保健所は厚生省だという犯罪

きょう改めて聞こうとしませんけど、過日

を起こしたこと、私はこれ是認しようと思い

の前定例会では、町長は一定の教育執行方針

ませんけどね、そんな犯罪は決していいこと

にかかわることを答弁されてましたけどね、

ではないけど、そういう心の思いというのは

私はそういうことを聞くんでない、それは私

やっぱり大事にしたいなということを随所随

も頭の中に入って承知してるんです。

所に、それが教育でないかなと、こう思うん

あなた個人が今のおけるポジションとして
教育に対してこんな思いで、まあ人事は動く

ですよ。
私は１９６４年でしたかね、私の成人式、

からね、なかなかそういうことにならんこと

今先ほど申し上げたように、今教育問題を各

も事実でしょうけどね、そういうことの積み

公共団体どんな教育、地教委によって取り組

重ねが、教育行政にかかわるそれぞれの重職

んでるかと、目下ずっと教育一本に絞って学

についてる方がやっぱり積み重ねていくこと

習をさらにね、３０年前に振り返ってまたさ

によって、受け身な子供たちにいい教育を施

らに学習をしてる最中なんです。私はその中

せるのかなという思いで申し上げております

で前定例会にも教育長に申し上げたことある

んで、その辺誤解のないようにしていただき

んですね、あなたは教育委員に対してどんな

たいと存じます。
次に進みます。次は裁判員制度と法教育の

思いを持ってますかということね。
大体今教育長、市レベルだったらあなたぐ

関係、確かに裁判員制度等については学習指

らい、私までいってなくてもあなたレベルの

導要領の中に入ってございません。入ってお

教育長が結構多いんですよね、年齢的に昭和

りませんが、法教育というのは司法という関

２０年代もその程度の方が多いですね。その

係で入ってますね。

ときやっぱり教育に携わる動機ってあるんで

これはしたらこの私が一般通告したのは、
小学校の社会や中学校の公民、我々のころは

すよね。
だから過般の定例会で申し上げたように、

社会科で公民なんていうのはなかったんです

４０人程度ずっといろんなことを、どういう

よね。それは後からできた分野でね、公民、

思いの中で教育についたのかなというね、昔

社会科一般で我々は教育受けてます。

我々のころの一定の時期だったら、でもしか

だけど三権分立から始まって果たす役割と

先生ね、高度経済成長期でもう非常に民間企

か、一定のことは必ず１２１５年の大憲章マ

業が給与も高くて、我々のころも学校出たて

グナ・カルタが出てきたり、そんなことはつ

のころもそうですよね、公務員になる人が余

い１週間前のことを忘れたら、顔わかってる
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のに名前わからんって、傍聴に来てらっしゃ

たね。私は意外だなと思ったんですね。

る方は私そんな方がたくさんいるけども、昔

そのことが先ほどから申し上げてるように

覚えたことは、ほとんど頭の中にコンクリと

関係法規範の第２３条の教育の職務権限の中

して記憶として残ってデータがあるんですよ

の学習指導というものにどの程度入れないの

ね。したがって、何も見なくたって一定のこ

か、聖域なのかどうかということですね。
そういうことになれば、別に教育委員会

とを申し上げると。
その中でこの法教育の関係は、今回学校現

が、極論からいうと、学校教育だけではござ

場でたまたま運悪く、運悪くかどうか私はよ

いませんよ、生涯学習からもろもろございま

くわかりませんけど、特定な労働組合を批判

すから、一概に言えませんけども、本当に独

するつもり毛頭ありませんけどね、やっぱり

自の、足寄町独自の教育なんていうのは何も

学校現場の教員の組織の労働組合がああいう

できないことになりますね。

状況になって、それは今訴訟中ですから、こ

教育委員会の行政委員会としての見識が、

のことをテーマにするつもり毛頭ありません

学校現場はもう、こっちの機関、みんな学校

けど、だけど学校現場で法律になったとき、

の先生にお任せしてあるんだと、丸投げだと

そういう一般的な社会事犯、現在起こってる

いう、そういうことは法的にそれ以上できな

金と政治の問題とか、小学校の社会ではどう

いという状況なのかどうかね。

かな、だけども中学校の公民分野ではどんな

先ほど言ったこれだけ法的なことを、これ

教育を現場でなされてるのかなと、私は非常

ほど裁判員制度もしかり、国民世論全体の中

に重大関心事を持ってるんですよ。その論評

で法律というものに対して、場合によったら

は避けることなく、論評を避けることなく。

検察の横暴だとか、過日も帯広段階で、新聞

その辺は御承知ですか。

報道だけしか承知しておりません、その場所

○議長（吉田敏男君）

に居合わせておりませんけどね、元検察庁検

教育長、答弁。
現場における事業

事の東京地検の検事の、今弁護士やってる方

のあり方等かなと思いますけれども、特に指

の御講演会か何かあったようですね、あの講

導内容等については、具体的には承知いたし

演の要旨が新聞に掲載されて、一言一句承知

ておりません。

を私自身してるんですけどね、彼の考え方

○教育長（加藤和弘君）

ただ、それぞれの教育課程の中で、各学校

は、テレビ等のコメンティーターの中でも

の先生方はそれぞれ社会なり公民の中で具体

ね、同じ検察の中にあっても、全く意を異に

的な指導をしていると、このように押さえて

した論調で言ってることも承知しております

ございます。

よね。
それだけに、今新聞報道を含めて法律とい

以上でございます。
ここで、１０分間暫

うものがね、やっぱり法というものはどうい

時休憩をいたします。１１時１０分再開とい

うことなのかというこれだけなされてるの

たします。

に、教育委員会教育長は専任ですんでね、全

○議長（吉田敏男君）

午前１１時００分

休憩

く承知なされてないということもちょっと意

午前１１時１０分

再開

外だなと思ったんですよ。

○議長（吉田敏男君）

休憩を閉じ、会議を

事実だとしたら、学校現場の足寄町独自の教

再開をいたします。
８番

それが答弁をされてるわけだから、それが
育なんか何一つできないなと、そういうこと

高橋幸雄君。
先ほど御答弁の中

が今のちょうど審議会の中で行政委員会の広

で、全く学校現場の教育については全く承知

域化を叫ばれて、あるいは不要論を叫ばれて

されてないということの御答弁いただきまし

る、農業委員会も同じですよね、みずから一

○８番（高橋幸雄君）
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定の執行行為なされてないことが、国全体

ないということになれば、行政委員会として

の、あるいは地域との関係を逆に弱めてるん

何の役割を果たすのかなって。
今定例の当初予算が出まして、それ相当の

でないかなと、そう思うんですよ。
それは何もあなた方執行機関ばかり責める

予算提案権は首長にしかございませんので

んでない、議会そのものも、先ほど引用しま

ね、首長よりございませんので、だからした

した名古屋市河村市長さんね、独自のキャラ

がって先ほど言うような関係法規範の第２４

クターであることは間違いない、元の民主党

条の２では、場合によっては公共団体の首長

衆議院議員ですよね。

も一定のことも、議会そのものも条例提案は

議会の議員の定数削減をうたって、７５人

可能なんですよね。その場合も、先ほど申し

定数だそうですけど３８人と、こう言ってる

上げたように教育委員会の意向を聞くという

んですね。報酬も２分の１。けさの報道で生

前提条件は入ってますよね。

出演されてましたけど、私、中身ちょっと１

それだけに、やっぱり基本的にやっぱり教

から１０までお聞きしておりませんけどね、

育にかかわることというのは、学校教育にか

その理由について述べてましたよね。

かわらず全般にわたってやっぱり大きな使命

そのことはやっぱりあなた方のことばかり

があるのか、場合によったら責務があるのか

でなくて、我々議会そのものもやっぱり問わ

なというふうに私は認識して、意外だったん

れてるんですよ、そういう意味では。今新聞

ですよね。

紙上をにぎわしたら、もう議会の活性化であ

先ほど私の体験則からいって、１９６４年

るとか、もう出ない日ないぐらいに出てます

の成人式、今でもこれ思い起こして、当時の

ね。したがって、自分らのおける議会の状況

教育長清水せいさくさんという方、知ってら

を棚上げにして、議論して論じるつもりは毛

しゃる方いない、学校の校長先生で辞任され

頭ありません。私もそのとおりだと思って認

て、今傍聴されている西川静香氏なんかよく

識をしております。

覚えてる方ですよね。非常に懇意にされた方

さりとて、今この場所はね、この場所は

で、私はあの成人式、今でも式辞をきちっと

やっぱり行政委員会として執行に当たってる

覚えてますよ。まあ、すごい辛辣な表現だな

教育委員会に対しての一般質問ですから、先

と思って聞いておりました。

ほどの答弁でまるっきり丸投げ状態なんてい

その要旨はこういうことですよ。あなた方

うことは、ちょっと私の予想だに、弔辞の台

は、要するに北教組批判ですよ、わかりやす

詞からいえば夢想だにもしなかったというの

く表現すれば。故人になってますけどね、そ

か、あるいは一般的にいえば想定外だった

ういう教育を受けてきました、諸君はと、こ

と、こういうふうに申し上げるのが適切なの

んな感じですよね。

かな、言葉の使い方として。意外ですよ、

私はね、思想的にはそれほど右でも左でも
何でもない、学習としてはね、政党でいえば

やっぱり。
今法律というものは、一定の法律をね、憲

共産党から旧社会党まで、あと中身いろいろ

法２３条に学問の自由もあるとか、そんなこ

と諸政党の勉強はしておりました。マルク

とは一つの覚えることよりも、本質的なこと

ス、レーニンからいろんなこと、学問として

が大事なんですよね。基本的にはやっぱり

はいろいろと研さんはしておりましたけど

ルールを守るということですね、まず一つ

も、ただ、あの成人式の中で教育長がああい

は。ルールを守るんですよということから児

う式辞をするということは、あのころ満２０

童・生徒に教える一つのことですね。中学校

歳のあの時期に、実際は１９歳何ヵ月です、

の公民にいければ社会事象だってあってしか

私、誕生９月ですからね、１月１５日の成人

るべきでないかなと。それが全く存じ上げて

式ですから、今でも覚えてますよ。
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でも一方ね、この教育問題を約３０年ぶり

僚議員でないけど、頭の弱い元気な子だけど

ぐらいでひもといて、今、昨年のお盆以前か

頭よくないなと思っておりますんでね、そう

ら学習をしたときに、当時を思い起こしなが

いう意味からいきますれば、やっぱりきちっ

ら、それと同時に、今の現行の教育委員会

としてあってしかるべき教育委員会のあり方

の、あるいはそれを担う人方の一定の見識と

はあるんでなかろうかなと、このように思う

いうのはどうなのかなということで、前の定

んですか、教育長いかがでしょうか。私の

例会にもお話し申し上げたんですね。

言ってることが暴論なら暴論で結構です、断

やはりすごいなって、やっぱり長期に携

言してください。

わってその先覚的役割を果たす人はすごいな

○議長（吉田敏男君）

教育長、答弁。

という思いが頭の中でいっぱいなんですよ。

○教育長（加藤和弘君）

一つ一つ指摘をすると５時間間ぐらいかかる

制にかかわっての法律にかかわっての指導と

から、２時間の質問しかありませんので、

いうことは、今現在、社会の公民の教科書の

きょうは開陳いたしませんけどね、そんな意

中で裁判員制度について記述されておりまし

味からいっても、やっぱり教育委員会の先ほ

て、それに基づいて指導しているものと、こ

どの法にかかわる教育がどのようになされて

のように思ってございます。

裁判員制度、法規

以上でございます。

るか。
今これからマスコミ報道になされてる現状

○議長（吉田敏男君）

８番

高橋幸雄君。

というものもね、そのことに対して国策捜査

○８番（高橋幸雄君）

私が言ってる提言し

だとか、そんなことは別としても、事犯ぐら

てることが暴論だとまで決めつけるような答

いはやっぱり御紹介をして、学校現場の中学

弁ではないんですけどもね、極めて消極的な

校の公民の中ではやってるのかなということ

答弁かなととらざるを得ないんですね。
だから全国レベルの中でも、やっぱり議会

の思いがあったんですよ。
もう一本、裁判員制度の関係もしかり、確

あたりでも教育委員会の答弁をいうとね、

かに新学習指導要領の中にはこれは入ってま

やっぱりただ裁判員制度だって、こういうこ

せん。だけども今の状況からいけばあれです

とでできたんだよということばかりでなく

よね、一定の先ほど冒頭に御答弁いただいた

て、先ほどがん教育と同じように、専門の弁

ような状況から推察いたしますとね、相当そ

護士さん来ていただくとかね、やっぱりそれ

の関係のことはマスコミ報道なされてること

まで踏み込む、あるいは模擬裁判するとか、

も実態ですよね。だからそのことにもやっぱ

だから受け身の児童・生徒にしてみればね、

りある程度触れてしかるべきでないかなとい

そういうことが体験して卒業して上の学校へ

う思いをしてるんですよ。

行くものは、まるっきり体験ないで行くもの

当然触れてるんだろうなと、このように私
は認識しておったんですよ。私、授業参観

と、全然私は温度差なんかもう相当あると思
うんですよ。

も、文教委員当時は授業参観もしたことあり

自分の身に置きかえてみたらそのおりです

ますし学校現場、当時、学校数も多うござい

よね。それはあなた方だってそのとおりに思

ましたけどね、２日がかりで、単なる学校の

うと思うんですよ。議会だって同じことね、

営繕にとどまらず、そういう経験を持ってる

模擬議会やるとか、十勝管内でどこか模擬議

立場、それから従来もそういう教育に関して

会やったとこありますけどね、あるいは児

ね、能力のないほど勉強するんですよ。

童・生徒が議員席に着いて、議員が逆にあな

能力のある方はもう頭いっぱいだから勉強

た方の席に座ってやっぱり自分の思い、ある

しないんですよ。私の能力に欠けるもの、頭

いは議員席に児童・生徒が座って今の参与席

弱いわ、体も弱いわったら、もうどこかの同

の方が答弁をするとかね、そのことによって

― 16 ―

町にかかわり合いを持つ、町を先に未来つく

隣の町へ行ったらおりますし、もちろん今

るということの構想、夢というものが生きる

の上田市長だって幕別出身、札幌市長ね、い

んですよ。

ろんな方、当時今から十数年前だったら、片

あるいはね、裁判員制度で専門家、弁護士

手に入るちょっとぐらいしか弁護士さん、今

さんを呼んで、これも同じですよ、がん教育

もう手足全部足してもそれに近いぐらいの弁

と同じで、全く資格のない、司法試験も通っ

護士開業されてますよね。

て一定の資格もない、教員免許しかないわけ

当時３〜４００人の合格が、今学位をずっ

ですから、だからそういうような裁判員制度

と合格数を伸ばしたと、大学学院もつくった

を専門家にやることによってね、やることに

といういろんな経過、制度上の問題もありま

よって、将来私は弁護士を目指そうかとか、

しょうけどね、そういうやっぱり夢を膨らま

ただそういうような社会制度体系を会得する

せる機会もあるんでないかなと、そういう意

だけではなくて、子供たちの夢が膨らむこ

味では、ぜひやっぱり最小限度そのぐらいの

とってあり得るんですよ。

ことはね、私はやっぱりやってしかるべきだ

森次長わかるよね、あんた法学担当だから

と思うんですよ。

ね。そういうことが夢膨らんでくるんです

そんなことも、ゆとり教育はできなかった

よ、そういう機会を与えることによって。単

けども、今度ゆとり教育から、僕は正直言っ

なる制度規範を教えることだけではないんで

て、民主党政権になって文教政策を正直言っ

すよ。

て懸念しておりました。具体的な理由は申し

場合によっては、先ほども議会の話ししま

上げませんけどね、だけどゆとり教育でなく

したけど、児童・生徒が議員席に座ってあな

て、今はもうきっちり、インターナショナル

た方に対して質問するって、将来は町長にな

的の学力落ちてますね、全体的にそのことに

りたいと、一定の学校を終えてＵターンした

よる弊害と申しましょうかね、問われてます

ら私は先頭に立ってまちづくりしたいと、議

ね。

員になりたいという人はどうか、それはわか

この問題は次また定例会やりますから、こ

りませんけど、まあ国会議員ならあり得るで

の問題については次の定例会ね。きょうはこ

しょうけども、そういうような夢が膨らむん

れで流すだけですから、何もメモしなくて結

じゃないかって、そういうこともあるんです

構ですよ、ちゃんと通告しますから。
私はやっぱりね、そういうことをやっぱり

よ。
私はただ単に、そのことの現状の社会情勢

しっかりと、やっぱり足寄の町はこのように

をただ教えるというだけではなくて、そうい

やってるんだということをやっぱり知らしめ

うような牽引力にもなるだろうと。そのうち

る、また児童・生徒にそういう学習の機会を

に、弁護士ってどういうことしたら弁護士っ

積極的に与えるということがあってもしかる

てなれるんですかと、そしたら自分の進路

べきでないかと。

だって決まるんですよ、やっぱりそういうと

この程度の、私言ってることはそれほど、
がん教育も含めてこの程度、そんなにレベル

こでまた。
私の記憶で、弁護士になった方は足寄町出

の高い話じゃないと思うんですよ。それが何

身で、本別の方は何人か知ってるけど、足寄

で、今参与席に座った教育委員会の方々が、

町では僕ちょっと余り記憶ないんですけど

きちっとめり張りつけて言えないのかなとい

も、安久津町長さんの御親戚ぐらいかなと

う思いを、情けない思いを今しながら御答弁

思っているんで、僕もちょっと精査不足で申

をいただいておりますけど、どうですか、再

しわけありませんけども、私の知ってる限り

度ひとつこの件について御答弁いただけます

は余りありませんよね。

か。
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○議長（吉田敏男君）

００円だったでしょうか、それから教材費に

教育長、答弁。

○教育長（加藤和弘君）

お答えをいたしま

ついては２３３万５,０００円、これは
ちょっと中学校かな、そういったようなお答

す。
お話しありますように、授業のあり方、持

えをしたかなというふうに思っております。

ち方の方法ということを論議させていただい

○議長（吉田敏男君）

８番

てるのかなと、このように思っております。

○８番（高橋幸雄君）

全体の予算も触れて

より子供たち学ぶ者が興味を持って、ある

高橋幸雄君。

ましたよね、いかがでした。

いは意識、知識を高めていくというようなこ

○議長（吉田敏男君）

とで、今後とも指導工夫改善をしていかな

○教育次長（森

きゃならないだろうと、このように思ってご

す。

教育次長、答弁。

和治君）

お答えいたしま

図書費については、今ちょっと見ました

ざいます。
この点につきましても、学校側と十分に協

ら、小学校につきましては９８万１,０００

議をしながら、前向きに取り組むように進め

円、それから中学校につきましては７６万

てまいりたいと、このように思ってございま

７,０００円、それから教材費等につきまし

す。

ては、小学校では４３３万９,０００円、中
学校では２３３万５,０００円がそれぞれ地

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

８番

高橋幸雄君。

方交付税の基礎として算定されて、交付税の

○８番（高橋幸雄君）

それじゃあこの程度

中に算入されてきているというふうに答えた

が大体答弁の限度かなと心得て、次に進みま

かと思います。

すね。

○議長（吉田敏男君）

８番

○８番（高橋幸雄君）

それじゃあ、今回提

次に図書の関係ですね、これ図書の関係

高橋幸雄君。

は、また私が通告してからあれですよね、状

案される当初予算も含めて３ヵ年の状況はど

況はわかりました。北海道新聞で、私が別に

うですか。

北海道新聞に依頼したわけでないですけど、

ただいま答弁いただいた措置費との地方交

３月９日の道新に「図書購入予算化率５割」

付税の数値をお示しいただきましたよね、そ

の記事大きく出てましたね。これは民放の放

れを実際に実施しようとしたとき、総額と、

送でも出てるんですよね。

それから１９年、２０年、２１年、その辺は

過般の定例会で、地方交付税に触れて森次

どうですか。年度別に１９年から始まって、

長が答弁なさってますよね。どんな答弁でし

どうぞ。２０年からで結構です、２０年から

た、ちょっともう一度。２１年の第４回定例

で結構です。私の手元に２０年しかありませ

会、もう一度復唱をして答弁してみてくださ

ので、どうぞ。

い。教育費に関係して交付税の関係で答弁な

○議長（吉田敏男君）

さってましたよね、どんな内容でした。

○教育次長（森

○議長（吉田敏男君）

でございまして、２１年度分の交付税の算入

○教育次長（森

教育次長、答弁。

和治君）

お答えいたしま

教育次長、答弁。

和治君）

ちょっと不勉強

された基礎数値については手持ちでございま
すが、１９年、２０年については今お持ちし

す。
たしか私の記憶に基づきましてお答えいた

ておりませんので、残念ながらちょっとお答

しますと、交付税の算定の基礎の中に学校を

えすることできませんので。

単位とするもの、あるいは生徒を単位とする

○議長（吉田敏男君）

８番

ものというような基準の範囲の中で、それぞ

○８番（高橋幸雄君）

問題は今争点にして

れ生徒数を掛け合わせて、あるいはクラス数

るのはね、それだけ措置されてますよと。こ

を勘案して、図書費については７６万７,０

の新聞報道の記事でもそうですよね、報道さ
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高橋幸雄君。

れてるけども、報道されてる内容からいっ

教育次長、答弁。
○教育次長（森

て、現実問題として対応の状況がね。

和治君）

たびたび申しわ

まず一つ、予算の分で片づけましょう。今

けございません。２１年度につきましては１

手持ちに１９年度ないと、２０年度はあるん

４５万９,０００円を予算計上し、それから

ですか、２０年度は。それで本来はすべきも

中学校におきましては６８万５,０００円を

のでもって２０年度は予算が幾ら提案されて

計上しておりますので、交付税と比較いたし

執行されたのかね、その辺はどうですか、ま

ますと３９万６,０００円ほど上回っておる

ず２０年度から。

かなということでございます。

○議長（吉田敏男君）
○教育次長（森

教育次長、答弁。

和治君）

お答えいたしま

○議長（吉田敏男君）

８番

高橋幸雄君。

○８番（高橋幸雄君）

だけど今回の最初の

答弁ではね、通告における第１回目の答弁で

す。
２０年度の図書費につきましては、小学
校、中学校合わせまして１２０万３,４５０

は、あのような数字を示されてるんですよ
ね。
現実問題としてこれどうなんですか、学校

円を措置したかと思っております。
２１年度につきましては２１４万１,００

現場についても全く、北海道新聞の９日の日
付の図書購入予算化率５割という数字があっ

０円を措置しております。
○議長（吉田敏男君）

８番

高橋幸雄君。

○８番（高橋幸雄君）

今２１年度について

て、私は強調するつもりはない、私の通告が
先ですからね。

は２１４万１,０００円ですよね、私の手元

だけど２１年の第４回定例会でも申し上げ

の資料からいうと、当初予算６８万たって、

ておりますように、あれですよね、旧廃校に

中学校費でないんですよね。２１年度はゼロ

なった中足寄小学校の図書よりも私の図書の

なんですけど、補正はされてるということで

方が多いという状況からは、なぜこの状況を

しょうかね、こういうことからいきますれ

明らかに如実にあらわしてるんですね。

ば。当初予算にはなかったですよね。どうで

統合になったからもちろん学校はございま
せんけどね、今通告における図書数答弁だっ

しょうか。
○議長（吉田敏男君）

教育次長、答弁。

て、５０％になる見込みだということですよ

２１年度の小学

ね。中学校では９,６００冊に対し４,７８

校費の図書費につきましては１４５万９,０

７，５０％の見込みでございます、小学校で

００円を計上いたしまして、また、中学校に

は７５％ということは、まだ２５％は基準よ

つきましては６８万５,０００円を計上いた

り下回ってるというは、これはもう数字的に

しております。

も明らかなわけでしてね、ここで問題になる

○教育次長（森

和治君）

○議長（吉田敏男君）

８番

高橋幸雄君。

のは、こういうパーセンテージばかり私は

○８番（高橋幸雄君）

そうするとトータル

ね、主力に取り上げて言うつもりないんです

的にいくと、先ほど交付税の関係でいくと、

よ、通常の業務と違って。本当に学校現場

実際の執行率はどういう状況になるんです

で、児童・生徒のためにそういう図書という

か。

のが必要ないという判断で学校現場で判断し

○議長（吉田敏男君）

ここで、暫時休憩を

例えば備品購入費の１８節予算だって、２

いたします。
午前１１時３５分

休憩

１年度ならパソコンの１３２万購入してます

午前１１時３７分

再開

ね、当初予算。どれだけ執行したか、私は決

休憩を閉じ、会議を

算まだ見てませんからわかりませんけど、だ

○議長（吉田敏男君）
再開をいたします。

ているのかどうかということですね。

からそういうことを例にとったとき、何が優
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先されて、どういう形で予算を町理事者に提

を得てやる方法、手段はもちろんあります

案すべくお願いしてるのか。

よ、一定のことはね。

そして本来は、パーセンテージはマスコミ

したがって、そういうことからいきますれ

報道としてもあるけども、学校現場ではそん

ば、やっぱり学校だって、そんなに図書ばか

なに重きを置いてないんだと、もう今の状況

りそろえたって、全然読書率も下がっていっ

で十分なんだと、中学校においといても、あ

ていて、無用の長物になるという判断に立っ

と残り５０％を基準どおりやる必要はないん

て、そういうことの予算化率を低めて現状で

だという判断に立ってこういう状況にあるの

いいという前提に立ってるのかどうか、その

かどうか。小学校についても２５％不足です

辺が私よくわからないんですよね。
したがって、私はこの予算化率の問題も、

よね。
私は単なる数字をもてあそんで議論をつも

金科玉条のごとく手を挙げて大上段に振りか

り毛頭ないんですよ。本当に学校現場でその

ぶって、予算化率が低いとか高いとかという

ことが必要性はないという判断に立って、こ

ことは毛頭考えてはいないんです。

ういう状況の経緯をたどる現状があるのかと

ただ、前段申し上げたようなことからいけ
ば、やっぱり受け身の児童が、あることに

いうことですよ。
私はこういう考え方持ってるんですよ。本

よって、少しでもやっぱりそういう読書をす

は人から借りて読むなという主義なんです

ることによって心やさしくなれるかもしら

よ。本は人から借りて読むなというんです

ん、専門の教育をより深くおさめることがで

よ。私は例えば自宅において何かの公用で、

きるかもしらんということもやっぱりあると

今ここにだれもおりませんけどね、みんなリ

思うんですよね。

タイアされた方がある課長さんがいて、こん

ただ予算化率はどうだと言えば、いや、町

なに読んでるのかいという感じですよね。必

長に予算提案、町長が予算で切られたなんて

要ない本も買ってるでしょうと言わんばかり

いう話はね、行政サイドの参与席に座って、

の言い方ですよね。

よくそういう理由言う方いらっしゃるんです

例えば一例を挙げますと、哲学の関係、カ

よね。

ルトとかカントとか、一連の歴史的なね、中

いやいや、議員の指摘ごもっともだという

にはそれは先ほど申し上げましたような経済

んだよ。だけどね、それもう町長査定で落と

学者の本も、要するに世界の名著という本が

されたとか、副町長査定で落とされたって言

出たことあるんですね、それを全部買ったん

う。最近そんな親しく話する職員の方いらっ

ですよ。そんなもの全部読んでるわけないん

しゃいませんから、最近聞いた話でありませ

だ、正直言って。

んけどね、長い議員生活の中でそういう、私

だけども本というものはやっぱり手元に
あったら、私、現状の中で、議会事務局へ来

は全く不見識な話だと思うんですよ。そうい
うことがあったとしたら。

なくたって議会に関することはほとんど処理

限られた予算の中であって、それはやっぱ

できるだけ、この間も公務出張へ行ったとき

りよく議員だって同じですよ、自分に困った

に、１万円ほどちょっと買ってまいりまし

ことを町民に言われたらね、いやあ、私だけ

て、必要性があって迫られて議会の関係購入

反対したんだ、みんな賛成なんだって、これ

してまいりましたけどね、本って私はそうい

一定のこの場においたときは、もう責任と義

うもんだなって、場合によっては「つんど

務はフィフティー・フィフティーで負うんで

く」だっていいじゃないかと。

すよ、やっぱりね。そういうことはやっぱり

なきゃ読めないんですよね。ただ、今はこ
ういう時代ですから、ネットでいろんな情報

認識しなきゃならんなと思うんですよ。
だから私はやっぱり、私がちょうど先ほど
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もちょっと開陳させていただきましたけど、

学校教育全般にわたってもうちょっと独自

あれですよね、１９７４年に議員に就任して

性を出さないと、意味がなさないんでないか

教育問題を取り上げて、たまたま今の主任制

なというのが私の考え方なんですよね。だか

度問題、今北教組の資金の関係がある預金が

ら特にこの図書購入に当たっての実態を

３０億以上あるなって、やったりとったりで

ちょっと教えてください。御答弁を求めま

預金が残って、国に供託二十数億って言って

す。

ますね、そのときの審査するため、やっぱり

○議長（吉田敏男君）

一定の見識が必要だって夜中の１２時ごろま

○教育次長（森

で委員会審議やったんですよね。

す。

教育次長、答弁。

和治君）

お答えいたしま

その後、文教委員から外れてから、今度２

学校図書の充実に関しましては、平成２２

期目は僕、議選の監査委員だったから、みん

年度の予算で２１１万２,９００円ほど予算

な先輩の方がお退きになりました。そうなる

計上させていただいておりますが、この中身

と教育だけでなくてやっぱり財務、法規範全

につきましては、既に学校との協議を行っ

体に、町の職員より監査受けるより自分が見

て、それぞれ購入する予定の金額ということ

識ないったら、チェックなんかできませんで

で計上したものでございます。
先ほどから御質問の中でございました、な

しょう。
ただ、当時幸いなことに行政監査が法律的

かなか充足率が１００％にならないという件

にできませんでしたから、私が退任後、行政

につきましては、従来、かなり古くなった本

監査が法に認められて監査制度が変わったの

を廃棄処分していた関係で、買う分と廃棄す

が。まして行政監査なんたらもう、実態の事

る分と差し引かれますものですから、どうし

業からすべて決算委員会の中で議会の中でこ

ても充足率が思うように伸びなかったという

う、変な指摘すると、議会の決算委員会の中

ような経緯もございます。

で分科会をして職員呼んで、何でこんなこ

そこで、昨年度から学校と十分協議いたし

と、いや、監査委員に指摘されたんだという

まして、買う図書の中身につきましても精査

例もあったんですよ。

して購入することといたしております。

極めて不見識な見識のあり方、すぐ執行

また、学校でどのように活用されているか

に、指摘されたらそういう執行変えますん

というような御質問かと思いますけれども、

で、そういうことあってはならんということ

学校でそれぞれ朝読書を行ったり、あるいは

でね、それ以来それをずっとやっていったも

高学年が低学年に読み聞かせを行ったり、あ

んですから、教育行政はもう、今残り１年は

るいは昼休みに読書をしたりというようなこ

きちっとやるためにやって今お尋ねしてる経

とで、かなり頻繁に図書を利用してもらって

過あるんですよ。

おります。

そういうことからいきますれば、この予算

また、この点につきましても、２１年度の

化と必要性の問題と、それをきちっとリンク

読書コンクールで、小学校では生徒数３５０

してね、この公の席できちっと明確に述べる

人の中から３２８点という読書コンクールに

べきなんですよ。

対する応募がございました。また、中学校に

だから、ただ、先ほど答弁いただいた２点
目の答弁ですか、学校（不明）というのが全

おきましても生徒１９６人の中から１８４点
という応募がございました。

くわからないと、予算のときだけ要望をも

こういったことを見ますと、子供たちが学

らって配当予算して教材やってなんて、それ

校でそれぞれ図書を有効に活用していただい

だけだったら私はいかがなもんだろうかなと

てるというようなことかというふうに思って

思うんですよ。

おりますし、また、学校訪問の際もそのよう
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いりました。

にお伺いしております。

以上でございます。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

８番

高橋幸雄君。

○議長（吉田敏男君）

８番

高橋幸雄君。

○８番（高橋幸雄君）

学校現場と学校現場

○８番（高橋幸雄君）

どなたが意思決定し

では、この予算化率の問題についてどういう

てるんですかとお聞きしてるんですよ。

とらえ方されてるんでしょうか。９日の新聞

○議長（吉田敏男君）

報道御承知ですよね、当然ね。この問題をど

○教育次長（森

のようにとらえて学校現場でいらっしゃるの

育長でございます。

か、その辺についてどうなんですか。

○議長（吉田敏男君）

８番

○８番（高橋幸雄君）

そうすると廃棄は教

それともう一つは、今廃棄の話も出ました

教育次長、答弁。

和治弘君）

最終的には教
高橋幸雄君。

けども、これ１８節予算で支出してますよ

育長がやってるということですね。今の現状

ね。そうですよね。そうなると備品扱いです

をずっと答弁を聞いていますと、この予算化

からね、一定のその辺はきちっと精査され

率、充足率の関係はどこまでいっても埋まら

て、だれがどのように管理をして、その意思

ないですね、この状況でしたら。先に向けて

決定、備品台帳登載から削除するという形

どの程度になったら埋まるのか。

に、廃棄になりますればね、その辺がどうな

ただ一つ考えられるのは、こういうこと考

のか、この２点いかがでしょうか。

えられるんですね。廃棄をしなかったら埋

○議長（吉田敏男君）

まっていくんです、それは。廃棄と同じよう

○教育次長（森

教育次長、答弁。

和治君）

お答えいたしま

なものだけまた購入してるんなら、どこまで
いってもこの充足率は高まっていかないんで

す。
学校の図書をどのようにとらえておるかと

すよ。

いう御質問でございますけれども、学校の方

さりとて、一方でね、全く現状にそぐわな

からは、予算措置上、本来ならば早々に１０

いようなね、例えば私事で言わせていただけ

０％になればよろしいんですが、やっぱり子

れば、議員になる前から一定の議会の関係調

供たちが見るというようなこと、読むという

書を全部読んでね、１期目でほとんど地方自

ようなことを考えますと、年次的に入れてい

治法も含めてそしゃくした、それから２期目

ただいた方がありがたいというようなこと

で監査委員になったから今度財務、法規範も

で、それぞれ学校の方から、今日ちょっと手

やった。

持ちに多少ございますけれども、こういった

ただわからんのは、技術的なことはね、よ

本を購入したいというようなことでリストを

その町の技術屋さんにいろいろ聞いて教えて

いただき、そしてそれを備品台帳に整理し

いただいたと、そういう経過ありますけど

て、そして管理しております。

ね、ただ一つ言えるということはこういうこ
となんですよ。今買った私が３０年前の本よ

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

８番

高橋幸雄君。

り地方自治法、相当変わっちゃって、もう使

○８番（高橋幸雄君）

廃棄の意思決定はど

いものにならんですよね。解釈論は変わらな

うですかとお尋ねしてるんですね。

いんですよ。法規範そのものは変わってるん

○議長（吉田敏男君）

ですね。

教育次長、答弁。
廃棄の書籍に

そんなこと一々取り上げてたら、午前中で

つきましては、もう全く利用がないというよ

終わりますから、あと７分か８分我慢してく

うなこと、それから購入後かなりの年数が経

ださい、午前中で打ち上げますからね、もう

過しているというようなもので、そういった

少し辛抱ですよ。そのことを言ってたら、解

ものを何冊かずつ廃棄、今までは廃棄してま

釈論はあるけども法規範上は使えないんです

○教育次長（森

和治弘君）
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がですよ、それが欠如してるということにな

ね。
今地方自治法、地方分権改革推進法が出さ

りますれば、こういう今の状況から踏まえた

れてますから、地方自治法そのものも変わっ

ら、どういう状況でそれが目的を果たされる

てきてるんですね。だから今も盛んにどんど

のかなと。

ん変わっていくやつを全部入れてね、だから

そして一方で予算との絡みからいけば、現
状の状況にあるのはやっぱり予算の絡みなん

監査制度と同じなんですよ、もう。
さっきで行政監査できない、できるように

でしょうかね、基本的には。そのように私は

なった、守秘の義務がないのが守秘の義務で

とらえてよろしいんですかね。予算措置の関

きたとか、地方公務員と同じに、それでどん

係だというふうに認識してよろしいんでしょ

どんどんどん今の時代のニーズに合わせて時

うかね、どうでしょうか。

代の流れの中で法規範というのは変わってい

○議長（吉田敏男君）

くんですよ。

○教育次長（森

憲法のように法の社会化をしてくという広

教育次長、答弁。

和治君）

お答えいたしま

す。

義解釈はとらないんですよね。法の社会化、

ただいまの御質問でございますけれども、

法の社会化、わかりますね。これになって例

いつまでたってもなかなか１００％に達しな

えば憲法９条だって、解釈論変わりますね、

いんでないかという御懸念でございますが、

政権政党、あるいはいろんなことによって。

毎年、２２年度と同じようなベースで、例え

憲法は改正にならなくてもいろんな解釈、自

ば２１０万ベースて図書を購入する計画では

衛隊法が一番顕著で一番わかりやすい説明で

ございますが、このままいきますと、小学校

すね。

では６年目の平成２６年に１００％に達する

だけど例えば地方自治法のような特別法な
んていうのはやっぱりどんどんどんどん変
わっていくから、それをきちっと押さえてか

見込みでございます。
ただ、中学校が１００％に達するのは、７
年目の平成２７年になろうかと思います。
その間、図書の廃棄につきましては、購入

なきゃならんですよ。
そういう図書は当然もう置いといても無用

冊数の５％から１０％ぐらい廃棄が出るとい

の長物になるんですね。在庫の充足率は高め

う予測のもとで計画を立ててございます。

てるけど、実際は児童・生徒に読んでいただ

○議長（吉田敏男君）

８番

いても、逆に読んでいただいて困る場合も出

○８番（高橋幸雄君）

わかりました。そう

てきますよね。もちろん本が読んで読んで、

いう目安が示されることが一番いいんです、

もう図書そのものに摩耗がしてやると、これ

公の席でね。

高橋幸雄君。

はもちろん当たり前の原理で、それがまた必

だけど残念なから次長もことし退職ですよ

要だとすれば、同じ本買わざるを得ないとい

ね、それを見通すことができませんね。その

うことありますけどね。

ことをきちっと責任持って執行できないのが

だけど現状の中でどの程度いったら、今こ

残念ですね。教育委員さんは任期全くありま

の図書というものに対して相当、先ほども作

せんので、どんどんどんどんそれを、また私

文コンクールの話も引用されて、相当活用さ

も、そのことに確認できるかどうかについて

れてるというお言葉披瀝されてましたんで、

も定かでありませんけどね、わかりました、

だとすれば、一定の中でやっぱりあってしか

それもまた残念なことになろうかもしれませ

るべき措置が必要なのかなという思いをいた

んけども、これはぜひ確認したいなと思って

すんですよ。

ますけどね。

だから結果的に今の段階では、やっぱり中

それでは最後に、あと残り３分５０秒ぐら

学生５０％だ、小学生ではあと２５％、残り

いの時間使わせて、今、全体のこの３件を進
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めて、教育基本法の１３条御存じですよね、

したのは、そういう地域的な、学校ばかりで

教育基本法１３条。これはつまり学校現場だ

なくて職場から父兄から地域も含めて連帯感

けでない、地域から父兄から連帯して、その

を保つというのは、そういう意味でのやっぱ

条文がどうなんだって、そんなやぼな質疑は

り学校マニフェスト、これ今私これ手元にあ

いたしませんから、精査した上で、一般質問

るのは、愛知県の犬山市の犬山北小学校の校

ですからね、そういう一定の法の求める学校

長先生のリタイアされてる先生でね、提言を

現場においては、やっぱり私は民主党のこと

読んで、これはいいことだなと。

をどうのこうの言うつもりないんだけど、民

私はただこの一般質問について、いろんな

主党のように学校マニフェスト、やっぱり学

ことを時間の関係上披瀝できないのが余話私

校独自のマニフェストがあってしかるべきで

んですよね、披瀝する場所はございませんの

ないかなという思いするんですよ。

で。だけど具体的にはきちっと、反問権あっ

よく昔、我々文教委員当時、以前にも予算

たら私は適切にこうほととんど頭の中にたた

総括質疑か何かで申し上げたことありますけ

き込んでることはありますんで、一般質問を

ども、造詣の深い先生が特定の者にね、そう

するからには。

すると教材として、あるいは備品として教育

具体的にそんな町村、公共団体力あるんで

委員会に申請して、予算化して一生懸命やる

すかったら、私はきちっと明確にお答えを、

んですよ。学校教職員は転勤ございますね、

反問に対してお答えするだけの用意はあるん

そういう先生が転勤したら、体育館の外に転

です。

がってるんですよね、大体そういうパターン

だけど質問時間限られておりますんで披瀝
は、反問前に披瀝するということは、時間に

が多うございますね。
だから問題は、その辺を地域一体にして、

限りありますんでやめますけどね、そういう

その辺の活用のあり方等もね、それはそれで

やっぱり学校マニフェスト的なものもきちっ

そのとき来た専門のオーソリティー的な、ス

と、やっぱりそのぐらいの独自性をね、やっ

ポーツだって同じですよね、今足寄中学校の

ぱり先ほど教育委員会全体のことも申し上げ

校長は何というか知らんけど、前校長です

ましたけども、学校現場全体もそんなことも

ね、前に足寄中学に赴任されてましたよね、

あってしかるべきだなと、このような思いが

校外活動一生懸命やられて、いろいろと組織

あるんですけど、その点について最後の質疑

的にはいろいろあったように私は承知してま

で、これで終わりますんで、午後からはあり

すどね、そういうこと抜きにしても、やっぱ

ません、また持ち時間まだ２３分あるそうで

りそういうオーソリティー的な権威的な方が

すけど、気が変わらん限り、ちょうどこれで

来ると、その分野は伸びていくなという思い

終わろうと思っておりますけど、御答弁をど

してるんですね。

うぞ。

だからそういうことで、その点やっぱり教

○議長（吉田敏男君）

育長あたりもその道の一分野のオーソリ

○教育長（加藤和弘君）

ティーだから、それはそれで伸ばしていって

す。

教育長、答弁。
お答えをいたしま

いただけるのかなと。また、元のオリンピッ

学校そのものを学校だけで成り立っていく

ク選手候補も今教育委員会にいらっしゃいま

わけではないと、このように思ってございま

すよね、こそのことがどういう形の中で現場

す。家庭、あるいは地域との連携というもの

で伸びるのか、私は楽しみにしてるんです

も大変重要だと、このように思ってますし、

よ。

学校自体も開かれた学校ということを目指し

だからそれはやっぱり先ほどの備品も含め

ていかなければならないと、このように思っ

て全体的な今教育基本法１３条の話を持ち出

てますし、そのようにしているつもりでござ
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としての我が町の教育行政の意思決定をする

います。
マニフェスト等につきましては、貴重な御
意見をいただきましたので、まさに検討させ

て。
例えば本別も陸別も幕別も池田もみんな同

ていただきます。
○議長（吉田敏男君）

昼食のため、１時ま

じでというようなね、午前のお尋ねの趣旨に
もございましたように金太郎あめ式なことで

で暫時休憩をいたします。
午後

０時００分

休憩

はないだろうなと、やっぱり何か光るものが

午後

１時００分

再開

あったり、うちの町で教育を受ける、よりよ

休憩を閉じ、会議を

その町より受ける子供たち、児童・生徒があ

○議長（吉田敏男君）

るべき姿の施策があってしかるべきでないか

再開をいたします。
８番高橋議員の一般質問の続行をお願いい

なと、こんな思いをしてならないんですよ
ね。

たします。
８番

機関としての考え方はどの辺にあるのかなっ

そんなことも含めて最後に一つ、もうこれ

高橋幸雄君。
今回の定例会の一般

以上質問はいたしませんのでね、最後の質問

質問に当たって、学校現場にかかわる３点の

としたいと存じますけども、何か今回の一般

お尋ねをさせていただきました。

質問においてそんな気がしてならない思いが

○８番（高橋幸雄君）

まあ答弁を聞いてますとね、もう少し踏み
込んでいただけないのかなという思いもあり

いっぱいなんですよ。その辺について御所見
いただければひとつ。

ますし、しかしながら、質問のための答弁で

まず一つ、３点目の図書購入については、

あるというような無責任な発言もできないの

一定の年次も示されて一定の進むべき道が

かなと思いながら、しかしながら、３点につ

あったのかなと。

いて思えることは、もう少し学校現場とき

がん教育については、やっぱり専門ドク

ちっと協調しながら、先ほど教育基本法１３

ターのことも踏まえた中で、前に言った保護

条の話を申し上げましたけども、もう少し地

者も一体となってそういう教育があってしか

域連帯感を含めた中でね、あってしかるべき

るべきかなと、そんな一連のカリキュラムの

施策があるのかなという思いもしておりま

中にあってもしかるべきかなという思い。
それから、２点目の法教育についてはね、

す。
そこで最後に、そういうことを踏まえた中

現状はやっぱりまず一つには基本ルールを守

で、もう少し教育行政委員会としてのあり方

るという、子供のころからそういう基本ルー

なり、それから一定の行政施策の進め方なり

ルを守るという一つの戒め的な、あえて言え

もね、先ほど答弁から聞いたら、何か学校現

ば常識的なことを教えてあげればね、児童・

場のことは学校現場でもうお任せのスタイル

生徒あたりも、また社会人となったとしても

のようなことが、法規範上そういう状況でな

やっぱりそういうことがあるかなと。

きゃならんのか、私はちょっとそういうふう

あるいは、先ほど申し上げたようにそのこ
とによって、いや、あんなドクターになりた

に理解はしてないんですよね。
先ほどから申し上げましたように、全国各

いとかあんな弁護士になりたいとか、そうい

地教委の学校にかかわる校外学習とか、もろ

うまた違った意味での２次的なする夢の膨ら

もろのことが披瀝するたびにね、そのことを

みがあるのかなと、こんな思いをしてるんで

精査してる関係も含めて、もう少し執行上食

すね。

い足りないのかなという、こういう思いをし

図書に至っても、やはりあるものは読める
んですけど、ないものは読めないんですよ

ております。
そこでその辺の総合調整なり、教育委員会

ね。中には、児童・生徒の中でもインター
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ネットを使って検索して学習してる方もいる

んとやって、そのときに森次長が退職なさっ

かどうか、私は承知しておりませんけどね。

て第２回定例会にいないと、非常に残念きわ

一般論から言わせていただければ、やっぱり

まりないと思いますが、それと同時に、長い

学校現場にあるものはすぐ読めると。

間の町職員生活に本当の御労苦を申し上げ

これは先ほど答弁いただいたように、本当
にあれですよね、作文コンクールの出品数、

て、いろいろと御厚誼に感謝したいと思いま
す。

児童数との絡みで数の関係、相当やはり図書

以上、最終質問で、最後に教育委員会の責

というものに対しての定着し、なおかつそれ

任ある一つの御所見をいただいて、一般質問

だけ生かされてるのかという思いもしてます

の終わりとさせていただきたいと存じます。

よね。そういう意味からおいても、やはりし

どうぞ強いアピール声明をお願いしたいと思

かるべきことがね。

います。

きょうは一般質問の題材にしたように教材

何か教育長、最近何か私と同じで弱ってる

の関係には触れませんけどね、自分の経験則

ような感じで、あなたのようなスポーツマン

から言わせていただければ、理科の実験だっ

が、見た感じ非常に暗いんですよね、参与席

て、それ相当のやっぱり器具がないと、いろ

に座って。あなたは昔そんなんでなかったん

んな実験ができないということもあり、図書

ですよね。オリンピック候補になったかどう

にとってもやっぱりそういうことが言えます

か、私は余りその辺は承知しておりませんけ

よね。もちろん副教材等もありますけどね、

ど、だけどいずれにしてもちょっと暗いな

そんなことをもう少し深みがあってしていた

と。

だけたらなという思いをしてならないんです

そんな教育行政を携わる者が、遅刻して大
臣がにこにこにやにやしておられて、何にや

よ。
だから間違っても、町長査定や副町長査定

にやしてるんだってお叱り受けた経過が参議

で落とされて予算つかなかったでなくて、

院委員会で一つありましたけどね、それと全

やっぱり計画的に、ある今の現状を踏まえ

く違って、もう少しさわやかに、あなたの

て、先に向けていかにあるべきかというそう

持ってる感性を醸し出して行政執行に当たっ

いう計画性があってしかるべき。

ていただきたいなと。

図書については、まあ２６年度、２７年度

これ以上続けると、ちょっとしたらちょっ

という年次が示されました。そのときで確認

と病気が悪くて、それ私によって進んだらと

できるかどうか、生存の問題もありますから

お叱り受けていただいても困りますんで、こ

ね、命のあることですから、それはわかりま

の程度におさめたいと思います。それでは最

せんけども、ただ、そういう一つの公の席で

後に強い決意を最終答弁してください。

意思表明することによって一つの目安がつい

○議長（吉田敏男君）

たのかなと、こんな思いをしております。

○教育委員長（星崎隆雄君）

教育委員長、答弁。
高橋議員の一

それと同時に、今回、教育委員会次長森次

般質問の中にありました子供のがんについて

長については、次回の定例会において私は教

の問題でありますが、やはり小学校の保健の

育行政についてまた一般質問することを何点

授業の病気の予防の中にあるような飲酒の害

か申し上げました。それは公約どおりまた質

や喫煙の害、それから薬物乱用などのことを

問させていただきます。それに加えてやらさ

教えているわけですが、やはり最終的には、

せていただきたいと。

正しい知識を教えることが重要かなと思って

大体３点したら限度なんですよね。普通は

おります。

２点ぐらいなんですけども、もう１点まだ用

また、法につきましても、小さいうちから

意して頭の中に張りつけておりますのできち

社会的なルールである法について学ぶ教育
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は、未来の社会を担っていく子供たちの自覚

では予測不能なことから、広報等の媒体を利

を育てることであり、法教育こそが裁判員制

用してマイマイガの幼虫駆除等に対する対処

度を定着させることに欠かせない条件だと

方法等の情報提供を行い、成虫の発生時期に

思っております。

は、自治会等から要望があった場合には、昨

また、足寄の子供たちは、元気いっぱい

年に引き続き投光機による駆除、さらには導

で、十分あいさつもできると思っております

入を予定しております高圧洗浄機の貸し出し

ので、これをひとつ中学校における六つの自

利用により、駆除を行う計画でおります。

慢のような形で足寄町ができるように努力し

過去の状況から見ましても、発生が広範囲

ていきたいと思っていますので、よろしくお

であり、一時的に集中することから、平成２

願いをいたします。

０年度から町内の街路灯及び公園管理の水銀
灯をＬＥＤ灯１１基、ナトリウム灯１９７

以上です。
○議長（吉田敏男君）

これにて、８番高橋

この効果の状況を見きわめながら、照明器具

幸雄君の一般質問を終わります。
次に、１１番

の変更・拡大を検討してまいりたいと考えて

後藤次雄君。

○１１番（後藤次雄君）

基、環境配慮型水銀灯５基に変更しており、

一般通告書に基づ

おります。
また、今定例会に補正予算におきましては

いて質問をいたします。
森林害虫マイマイガ対策について。

ＬＥＤ灯９基の導入を計上、平成２２年度予

森林害虫マイマイガは、平成２０年７月下

算におきましては高圧洗浄機２台の導入を計

旬から８月いっぱいにかけて町内で成虫が大

上しておりますので、よろしくお願いを申し

量に発生し、市街地や農村部も含めて飛び回

上げたいというふうに思います。

り、街路灯や壁などに産卵し、たくさんの死

いずれにいたしましても、マイマイガの駆

骸を散乱するなど、不快・不衛生な環境をも

除につきましては、町民の皆様のさらなる御

たらし、平成２１年度も防除対策として放水

協力をお願いしたいと考えておりますので、

による駆除、町の中心部の街路灯を水銀灯

御理解を賜りますようお願いを申し上げま

に、水銀灯からナトリウム灯に切りかえや、

す。

各自治会などもいろいろな有効策を考えて協

以上で、後藤議員の一般質問に対する答弁

力体制を図っていますが、しかし、昨年の状

とさせていただきます。

況を見ても、まだまだ成果が上がっていると

○議長（吉田敏男君）

は言えないと思いますので、平成２２年度は

１１番

再質問を許します。

後藤次雄君。

足寄町としてどのような対策を立てていかれ

○１１番（後藤次雄君）

るのか、お伺いします。

年の対策等については御回答いただきまし

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

今、２０年、２１

た。

町長、答弁。
後藤議員の一般質

ただ、この中で問題なのは、２〜３年とい
うことになってますけども、これもはっきり

問にお答えいたします。
森林害虫マイマイガ対策についての御質問

した技術的・科学的に証明されてない中で、

でございますが、マイマイガの異常発生は、

特に去年は、例えばネイパルあしょろなんか

周期的に繰り返され、２〜３年経過した後終

の街灯ですか、あれを全部消したことによっ

息に向かうとの情報もありますが、昨年は、

てやっぱり町中に集中してると、そういうこ

自治会等の要請により投光機による駆除及び

とが事実あったんですね。

街路灯の消灯によりまして、マイマイガを拡
散させない等の対策をしてまいりました。
平成２２年の発生につきましては、現段階

そのために一部の市街地、市内の中では消
灯と、これを実施したんですけども、この部
分でやっぱりいろいろ問題あるんですよね。
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例えばこれ防犯の関係からいっても、やっ

阿寒街道３３基になりますけれども、それか

ぱり暗い中でということになると、こういう

ら２４２号線、山崎スタンドさんから、それ

例がちょっとあったんですけど、あるところ

から高橋パーマ屋さんまで３３基、それから

で、暗くしたものですから学生が何人か集

公園ほか４基ということで緊急対応をさ

まって、やっぱり暗いものですから、がやが
や騒いだということも２〜３例ありました。

せてもらっております。
それから、２１年度になりますけれども、
南２条通ございまして、道銀さんから焼肉亭

そういう例もありました。事実ですね。
それともう一つは、そのことによって、そ

さんの間、それから丸三食堂さんからニレさ

れから市内の中を消したことによって、夜、

んの間、それから緊急的にということでこれ

お年寄りが歩くときに、もう道がかなり暗く

も２６基行ってございます。

て大変足元が不安定になるって、そういう指

それとあわせて、昨年ですけれども、６月
補正にてお願いした部分ですけれども、７４

摘もあります。
それで行政なりに努力して、先ほど答弁

基分も行ってございます。南１条通川村写真

あったとおりいろんなとこで１１基だとか、

館さんから町立病院の駐車場まで１７基、そ

ナトリウム灯１９７基だとかつくってるんで

れから熊の子さんの駐車場から丸三さんまで

すけども、これはどことどこを中心にして去

６機、それから南のセイコーマートから吉田

年こういうことを実施したのか、できれば、

タイヤさんの間で１４基、両国橋から福井旅

簡単でいいですけども、ちょっとお知らせお

館が１５基、足寄公園から足寄橋まで６基

願いしたいと思います。

と、それから下愛冠の１丁目、４丁目になり

○議長（吉田敏男君）

ますけれども１６基ということで、すべて

建設課長、答弁。

○建設課長（南岡雄二君）

どこの場所っ

行ってございます。

て、お宅までは述べませんけれども、どこど

以上でございます。

こ方面ということでよろしかったでしょう

○議長（吉田敏男君）

か。

君。

このＬＥＤ、ナトリウム灯、それから環境

○１１番（後藤次雄君）

１１番

後藤次雄

わかりました。

配慮型水銀灯、合わせて２１３基になると思

それで今見てみると、主要なところはやっ

いますけれども、これにつきましては平成２

てるんですけども、ただ、もともと町の中で

０年度から２１年、２ヵ年にわたって行って

一番人通りの多いところ、これ今のを見ると

ございます。

やってないところがあるんですよね。

それでナトリウム灯の関係なんですけど

それで、実際に水銀灯からナトリウム灯に

も、御存じのように今、開発によりまして国

したことによって、マイマイガが本当に３分

道の拡幅事業を行っておりまして、既存では

の１以上減ってますね。やっぱりそこつかな

１２０基あるんですが、これを７４基にする

いですから、ナトリウム灯には。

わけですけれども、それをすべて修繕を図っ

だから、そういう結果がそちらの方で調べ

た後は、ナトリウム灯に変更してございま

てるのかどうかわかりませんけども、やっぱ

す。

りそういうことからいっても、恐らくことし

それから、ここの阿寒街道というんです

また発生すると思いますので、今やってない

が、一昨年度におきましては開基１００年事

ところをですね、先ほども予算の中である程

業が行われましたので、その際に、いろいろ

度見てるという部分もありましたけども、ぜ

とイベント等に参加する方にとって不愉快な

ひ研究をしてもらって、そして先ほど言った

ことが起きないようにということで、急遽な

みたいに防犯にも関係あるわけですからね、

んですけれどもそこについても行って、その

ぜひそういうことでやってもらいたいなとい
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てございます。

うふうに思ってます。
それからもう一つは、これ水銀ランプから

○議長（吉田敏男君）

１１番

後藤次雄

ナトリウム灯にしたということで、これは例

君。

えば、どこどこ通りをこれは全部一緒の例え

○１１番（後藤次雄君）

ば１００ワットなら１００ワット、２００

水銀灯からナトリウム灯に変更してますね、

ワットなら２００ワットにしてるのかどうか

それからＬＥＤもやってます。

それでは、例えば

ね、それともここの通りは例えば５０ワット

それで、これは特にＬＥＤに変えたという

にしてるのか、この通りは１５０にしてるか

ことは、これは環境にもすごくいいことなん

と、そういう統一してやってるのかどうかも

ですね。それともちろん電気の消費量も含め

含めてちょっとお聞きしたいと思いますけ

てなんですけども、例えば水銀灯からナトリ

ど。

ウム灯に変えて、例えばそのことによってど

○議長（吉田敏男君）

のぐらいなＣＯ ２ とか、それから経費の面で

建設課長、答弁。

○建設課長（南岡雄二君）

ＬＥＤにつきま

削減されてるのか、その辺のことはちょっと

しては、数は少ないんですが、１１基という

実態は調べたことがあるのかどうか、ちょっ

ことで書いてありますけども、これにつきま

とお聞きしたいんですけど。

しては４０ワットということで統一をさせて

○議長（吉田敏男君）

いただいております。

○建設課長（南岡雄二君）

建設課長、答弁。
非常に街路灯の

それから、ナトリウム灯の１９７基につき

場合、虫対策を中心にするのか環境を中心に

ましては、これまで２７０ワットということ

するのかで変わってくるんでございますけれ

で統一をしてございます。

ども、まだ統計はとっておりませんが、短い

それから、環境配慮型水銀灯５基につきま

期間でございますけれども、平成２２年１月

しては、８０ワットということで統一をさせ

の参考数値ということでお聞き願いたいと思

ていただいております。

いますけれども、水銀灯からナトリウム灯に

ということで、ナトリウム灯について２７

交換をしたということによって、電気料の関

０ワットですので、非常に明るいということ

係なんですが、従来は１本当たり１,３２５

も承ってございます。

円だったものが１,１４７円ということで、

○議長（吉田敏男君）

１１番

後藤次雄

君。

月当たり１７８円の減となってございます。
それから、水銀灯からＬＥＤに変えた場合

○１１番（後藤次雄君）

ちょっと私が調べ

なんですが、これは１本当たり、月ですけれ

た段階では、例えば市街地のとこは大体２２

ども４３４円から１６２円ということで、２

０、それから国道の場合は２７０，それから

７２円ということで月当たりの電気料から見

中島・山手通・中央通とこれは３２０と、そ

れば減額になってございます。

ういうふうにして分けてつけてるという話を

○議長（吉田敏男君）

聞いたんですど、それは今建設課長言ったよ

君。

うに統一してつけてるということであれば、

○１１番（後藤次雄君）

それは私の考え方が間違ってますのでそれは

ウム灯にしてもＬＥＤに変えても、これだけ

いいんですけども、そういうことで間違いな

の電気料の差が出てくるということで今やっ

いですか。

てると思うんですけども、ただ、これほかの

○議長（吉田敏男君）

建設課長、答弁。

○建設課長（南岡雄二君）

１１番

後藤次雄

水銀灯からナトリ

町村のことを言うと、余り言いたくないんで

私の方で担当の

すけども、ただ、今年のいろんなとこの予

者に確認した結果は、工事並びに修理におい

算、状況を見ますとね、やっぱりＬＥＤに変

ては統一を図ってるということで報告を受け

えてるんですよね、ほとんどのとこが。
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隣の、隣の余り町村言いたくないんですけ

れませんけれども、そういったことで契約電

ど、隣の町は本当３年間で５,０００万もか

力が下がるということで、電気の使用量が下

けて全部ＬＥＤにすると、そのことによって

がっていくということでございます。

年間で相当の経費の節減になると、そしてあ

そしてさらに、先ほど課長が１本当たり千

わせて、先ほど言ったみたくＣＯ ２ の関係も

三百幾らと言ったのは、定額の契約でしてい

ありますからね。

る場合で、国道周辺は一部従量制といいます

それともう一つは、例えば水銀灯とナトリ

か、メーター料金でカウントしているところ

ウム灯にしたら、防犯の関係でいくと、大体

もありますので、そっちの部分については、

水銀灯からナトリウム灯は、大体２メートル

もっともっとコスト的にも下がってるんでな

先まで行って２メートル先ぐらいの顔しかわ

いかなというふうに思ってます。

からないと、だけどＬＥＤにしたら、４メー

ですから、新しく今後整備をしていく道路
ですとか街灯にあっては、ＬＥＤを新設をす

トル離れてても大体顔の骨格がわかると。
そういうことから、やっぱりもちろんこれ

るといったことを検討していきたいというふ

今マイマイガのことやってるんですけども、

うに思いますので、よろしくお願いいたしま

あわせて恐らく今の防犯も含めてこういう水

す。

銀灯とかナトリウム灯にしてるわけですから

○議長（吉田敏男君）

ね、ぜひその辺で足寄町としてそういう考え

君。

方がないのかどうかね、あわせてお聞きした

○１１番（後藤次雄君）

いんですけど。

したとおり、ＬＥＤ灯にすれば灯も含めて全

○議長（吉田敏男君）
○副町長（田中幸壽君）

１１番

後藤次雄

全く今副町長答弁

部変えなきゃならん、値段も今の大体ナトリ

副町長、答弁。
お答えをいたしま

ウム灯に今結局あれすると、大体水銀灯から
ナトリウム灯、そしてＬＥＤにすると、新規

す。
建設課長が答弁したように、この間、水銀
灯からナトリウム灯に、国道周辺ですけども

にすると８万から９万、１本かかるんです
ね、全部で。
それでは今言ったとおり予算の関係もある

かなり変えてきております。
水銀灯からナトリウム灯に変えるというの

ので、徐々にということでいいんですけど

は、もともと水銀灯が３００ワットであれば

も、ただ、長い目で見るとね、先ほども言い

２７０ワットのナトリウム灯に変えるという

ましたとおりやっぱりできる限り変えていっ

ことで、うまくやれば、安定器はそのまま使

た方が、これはさっき言った防犯対策上もそ

えるし、灯具もそのまま使えて、ナトリウム

うですしね、そういうことでできればそうい

灯の球だけを変えればということになりま

うことで検討してもらいたいというふうに思

す。

います。

球は約１万６,０００円ぐらいするんだと

ただ、あともう一つ、今このマイマイガの

思いますけれども、いわゆるＬＥＤというの

成虫は４月から６月ぐらいに各樹木だとか、

は器具、本体そのものが水銀灯仕様の灯具で

そういうものにつくらしいんですね。だから

は使えませんので、ポールから含めてすべて

今回の対策、先ほど蛍光器等はありましたけ

取りかえないとＬＥＤはつけれないというこ

ども、できるだけ早くそういう対策をしてい

とでございまして、そういった面でイニシャ

かなかったら、また成虫が出てからそれから

ルコストが相当かかるんですけれども、先ほ

飛び立ってするまでったら、結局また同じよ

ど４０ワットで統一をしてると言いましたけ

うな結果になると思うんですね。

れども、多分１８ワットで１００ワットの明

結局はあとまた放水したり、それから蛍光

るさがあるという、これは多少違うのかもし

投光機ということもありますけども、ただ、
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去年の実態も私も聞いてますと、余り効果が

と。

ないと、効果がないと。まるっきり効果がな

そのために、一番発生する時期において

いとは言いませんけども、余り効果がない

は、最悪の場合は、自治会と相談をさせてい

と。

ただきますけれども消灯をするといったこと

それともう一つは、さっき言ったみたいに

で、私どもも、これが未来永劫何年も何年も

各市街地の中で消灯したことによって、そこ

続くもんではないというふうに思っていま

は、その消灯したとこはいいんですけども、

す。

ほかのとこに行ってると、そういういろんな

ただ、科学的にそれが証明してるわけであ

ことでやっぱり対策等もしっかりしていかな

りませんけれども、２〜３年だということに

ければ、これも虫のことですから、これは２

期待をして、当面は対応していきたいという

〜３年と言ってますけども、３年なのか４年

ことでございますので、御理解のほどよろし

なのか、これは学術的にまだ証明されてませ

くお願いしたいと思います。

んからわかりませんけども、そういうことで

○議長（吉田敏男君）

ぜひ今後もですね、今私が質問したことも含

君。

めて、どのぐらいのめどでこういう、まあ予

○１１番（後藤次雄君）

１１番

後藤次雄

わかりました。

算のこともありますから余り言いませんけど

それで今副町長の方から前向きな答弁もい

も、どのぐらいなことでやっていくのか、も

ただきましたので、それで最後になりますけ

う一回答弁を聞かせてもらいたいと思いま

れども、私は今までいろんなことで一般質問

す。

をしております。

○議長（吉田敏男君）
○副町長（田中幸壽君）

その中で行政が検討すると言われたことに

副町長、答弁。
お答えをいたしま

ついては、これは１００％とは私は言いませ
んけども、執行をされてるんでないかと私は

す。
まず、今御指摘のように今この時期、毛虫

思っています。

になるというんですかね、そういったことで

それで予算上のこともありましたし、さっ

もう既にそういう状況が見られております。

き副町長が答弁あったように一気にはいかな

そのときには殺虫剤が効くということで、先

いだろうと思いますけども、ぜひこれは人間

ほどの答弁書にも書かせていただきましたけ

に対しても、やっぱり例えばマイマイガがつ

れども、今後広報等々で、駆除の仕方等々を

いたときに、例えばこの辺についたときに湿

早急に広報誌を通じて住民に徹底をしていき

疹が起こるとか、そういう状況も、結構病院

たいということでございます。

にかかってる人いるみたいなんですね。

御存じのように絶対数といいますか、数が

だから、なるべくやっぱり住民の健康と安

多いものですから、行政がという部分ですべ

全と、それから防犯の関係ですね、これも含

てを駆除するということは全くできないとい

めて取り組んでいただきたいということだと

うことと、議員の質問の一番最初にも書いて

私は思ってます。そういうことでぜひ今後と

ありますけど、森林害虫となってますけれど

も前向きに検討されることをお願いして、終

も、これは実は町有林といいますか、民有林

わりたいと思います。

も含めてなんですが、マイマイガでかなり影

○議長（吉田敏男君）

響を受けてるといったことも言われておりま

藤次雄君の一般質問を終わります。

すので、どうしても全体を一遍に退治をする

次に、９番

矢野利恵子君。

ということにはなりませんので、少なくても

○９番（矢野利恵子君）

人が多いといいますか、町中の部分を一定程

一般質問を行います。

度、幼虫駆除も含めて対応してまいりたい

これにて、１１番後

通告に従いまして

足寄町の名産品を保護することについてお
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９番

聞きします。
何十年も昔からあり、町内外の人に人気の

矢野利恵子君。

○９番（矢野利恵子君）

支援は全く考えな

あった銘菓が、後継者がいないため、もう製

いということですけれども、ただこのままに

造できない状況にある。ネット販売などを利

していくと足寄町どんどん寂れていって、そ

用し販路を広げれば、将来的には町財政を潤

して今日もまた１軒店がしまってしまった、

す可能性もあると思われる。

そして足寄の名物だったものがなくなった、

一番大変なこの時期に、町が資金を出して

そういうことが続いていくと思う。

後継者を探し、つくり方を知る人が元気でい

それをただ手をこまねいて見ているという

る今のうちに、それを後世に伝える体制を整

ことをしていたら、ただ人口が減るだけ。そ

えていくことはできないか。

うではなく、今まで長い年月をかけて人気の
あったものについては、やはり特別に対応し

以上、お聞きします。
○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

ていくべきではないか。

町長、答弁。
矢野議員の一般質

最近になっての一番問題なことは、かめや
の「ポッケ」、かめやの「ポッケ」といえ

問にお答えいたします。
足寄町の名産品を保護することについての

ば、うちでも親の葬儀のときの祭壇の飾りに

御質問でございますが、町内の名産品につき

も使わせてもらっている、そういう儀式のと

ましては、銘菓や工芸品といったものがあ

きにはなくてはならないような町の代表的な

り、近年ではラワンブキやササを活用した商

お菓子だった。

品が開発されるなど、事業者の皆様の創意工

それはつくるのがとても難しい、原料さえ
わかれば、ああ、何かようかんでもついてる

夫により進められております。
議員御指摘のとおり、これまでにも後継者

だけだし、中にジャムが入っているだけなん

不在や経営的な課題等により製造中止された

だから、だれでもつくれそうかなと思った

ものもありますが、商品を開発し販路を開拓

ら、そうではないということで、プロでも、

までには大変な御苦労が伴うことであり、ま

毎日つくってるようなプロの人でも失敗し

た、地域の名産品となるには長い期間が必要

て、小さ過ぎたり、ようかんがちゃんとか

であります。

かってなかったりして、失敗作はお客さんに

これまでも、町特産品としては商工会や観

無料で配っていたぐらいのものだった。

光協会のパンフレット、町ホームページ等に

そういう難しいものだからこそ、町内外の

て紹介されているところですが、商品開発

人に人気があって、あれがなくなったらがっ

は、まさに創意工夫された事業者の鋭意努力

かりだねという声が聞こえてくると思う。一

の結果であり、そのような名産品とは、創業

般的に本当にいろいろなことをやらないこと

者の思いやこだわりがあるものと思われま

が多いのかもしれないけど、やはり特別なも

す。

の、技術として残していかなければならない

こうしたことから名産品を後世に伝える難
しさがあり、技術の伝承の必要性につきまし

ようなものを、ちゃんと判断してやっていく
べきではないかなと。

ては認識しておりますが、現状においては、

今現在やらなければならないのは、かめや

特定の商品について町支援による体制づくり

の「ポッケ」を保護することではないか、そ

は考えておりませんので、御理解を賜ります

れについてどのように考え直してもらえるも

ようお願いを申し上げます。

のだろうか、いや、また全く考えないと言う

以上で、矢野議員の一般質問に対する答弁

きしたいと思います。

とさせていただきます。
○議長（吉田敏男君）

のかもしれないけれども、それについてお聞

再質問を許します。

○議長（吉田敏男君）
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町長、答弁。

○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

君。
○９番（矢野利恵子君）

す。

何とか継承したい

私の思いも、今具体的な銘菓の名前も挙げ

という思いがあるのなら、町内にあるお菓子

られましたけれども、私の思いも矢野議員と

屋さんへ取り持って、この技術を継承しても

同じように、あのお菓子というのは本当に人

らえないだろうか、そしてやっていってもら

気もあったし、大切なものだなというそうい

えないだろうかって。
また、その機械にはやはり１,０００万、

う認識はございます。
ただ、御質問にあるとおり、じゃあそのこ

２,０００万のお金がかかるそうなんですよ

とをどう継承していくのかという部分につき

ね、特注品だから。そんな１,０００万、２,

ましては、これはやはり公がやるべきものな

０００万のお金を、今町内のお菓子屋さん、

のか民がやるべきものなのか、これは役割分

それだけ出すだけの余裕があるかといった

担のことも含めて、これはやはりしっかりと

ら、はっきり言ってないと思います。

議論をする必要もあるでしょうし、私の立場

今でさえ、人口が減っていて売り上げが落

で言わせていただきますと、先ほどの答弁で

ちてきているというそういう状況の中で、ま

も、行政としては現段階考えておりませんと

ず新たに１,０００万、２,０００万のお金を

申し上げました。

用意していくということはできない。

これはより現実的には、例えば町内にも、

そして、足寄町でやってる中小企業特別融

可能であればですよ、町内にもお菓子屋さん

資事業、これは運営に１,０００万まで、そ

があるわけでありますから、じゃあその技術

して設備投資に１,５００万まで、合計２,５

を同業者の方が引き継いでくれ、あるいは引

００万貸すよということだけれども、それに

き継ぎたいと、こういう体制をつくれるのが

したって自己資金がなければ貸してくれな

一番ベターなのかな、それが一番特産品を

い、１００％貸してくれるという制度ではな

守っていくということにもつながるのかなと

い。
そこを考えていったら、やはり町内の力と

いうそんな思いであります。
公がですね、行政が支援をしていくという

いうことを考えていったら、何十年もかかっ

のは、例えばこれ商行為であっても、例えば

ていいものだと認められて、足寄町の顔と

新たに企業を起こすですとか、そういった部

言っても過言でないようなお菓子だった。自

分の支援策というのは当然必要だというふう

然に任せていたら、ただそれはもう消滅して

に思ってますし、現実そういう部分が出てく

いくだけ。

れば相談にも乗りますし、支援をしていきた

やはりここは英断を持って、町の将来のた

いというふうに思っておりますけれども、既

めに、そして働く場所をつくる、足寄町の魅

存のものが今回具体的に事情があって廃業す

力をこれ以上後退させないために、何とか後

る、じゃあそこのところを守るために行政が

継となるお菓子屋さんを探す、それにはもち

例えば職員さんを雇ってですとか、あるいは

ろん資金がこちらで出さなければならないと

支援金を出してというのは、これはちょっと

いうことになっていくので、そこをまた再考

現実的ではないのかなというそんなふうに認

してもらえないだろうか、お尋ねします。

識をしておりますので、御理解を賜りたいな

○議長（吉田敏男君）

と。

○町長（安久津勝彦君）

言ってる趣旨は、何とかそれを継続させた

お答えをいたしま

す。
先ほども申し上げたとおり、例えばそう

いという思いは、私もあることはあります。

いったものを継承していくというのは、これ

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

町長、答弁。

９番

矢野利恵子

はやっぱり役割分担が私はあるんだろうとい
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例えば、これは技術の継承するという形で

うふうに思ってるんです。
これはちょっと余分なことかもしれません

指定管理者制度、そういう方面を考えてやろ

けれども、私のいとこのところもお菓子屋さ

うと思えばやれないことはないんじゃない

んをやってるんですけれども、やっぱりそう

か、初めからやれないということではなく

いう協同組合的なものが組織されてるんです

て、何とかしてやるためにはどうしたらいい

よね。ですからそこでそういった議論になら

かということを考えていってもらいたいな

ないのか、もっと言えば、足寄町の現状でい

と。

きますと、例えばですよ、商工会の商業部会

例えば町民に聞いて、化石博物館に毎年

でそういう話題が上がって議論にならないの

３,７８０万円の委託料を払ってやってもら

か。

うよというのと、かめやの「ポッケ」を残す

それから、先ほど矢野議員さんは、機械だ

ために毎年１,０００万そこにかけるよっ

けでも１千数百万すると言われてましたけれ

て、さあみんなどっちがいいだろう、明らか

ども、これも継承をするということが成立が

に私は化石よりもかめやの「ポッケ」残して

するんだとすれば、機械だって継承すること

くれた方がいいかなと、そういうふうになる

だって可能だというふうに思うんですね。

のではないか。

何も新しい機械でなかったらできないのか

やはり町民が何を望んで何を望んでいない

というと、決してそうではないというふうに

か、そういうことは常に町内の人に尋ねか

思いますし、もちろんこれが機械が壊れて使

け、そして町内の人と話し、どういう気持ち

えないんだというんであれば、これは話は別

でみんないるのかということを考えていかな

かもしれませんけれども、いずれにしまして

ければならない。

も、新しい企業を起こすにしても、これは町

ただ一刀両断のもとに、自己資金を持たな

にとっても将来いいことだなというふうに思

い人はだめ、そういう問題ではなくて、私が

う場合にあっても、これはやはり当然自己資

言ってるのは足寄町の技術、大切な技術を後

金をすべて持たないで１００％行政頼りとい

世に残していきたい、そこから始まっている

う部分については、逆な言い方をすれば、そ

わけだから、その技術という点で考えること

ういうところに税金を投入することがいかが

はできないのか、お尋ねします。

なものかという、これは将来の不安も含めて

○議長（吉田敏男君）

ですよ、一定の資金力も持ってる方が起業を

○町長（安久津勝彦君）

すると、企業を起こすという場合についての

ん。

手助けとしてのそういった支援というのは、

○議長（吉田敏男君）

それは当然可能だというふうに思ってますけ

君。

れども、すべて行政がというのは、これは私

○９番（矢野利恵子君）

はいかがなものかというふうに認識をしてお

行できるのは町長ですから、一刀両断のもと

ります。

に考えていないでは全く話が進まなくて、あ

考えておりませ
９番

矢野利恵子

まあ、この予算執

とは何を言ってもむだだということになって

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

町長、答弁。

９番

矢野利恵子

しまうので、私もここで一般質問やめるしか
ないんですけれども、ただ、このままでやっ

君。
一定の資金を持っ

ていったら本当に足寄町だめになっていく

ている人がいなければ絶対だめだということ

な。何とか町民の暮らし、町民の幸せを願っ

なんですけれども、この田舎では、そんな一

たようなそういう政策を抱えていってもらい

定の資金を持ってる人なんてそうそういるも

たい。

○９番（矢野利恵子君）

んじゃない。

まあ、やらないというのだから、どうしよ
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うもないので、一般質問をここで終わらせて

用を進め伐採跡地の更新、いわば無立木等の

いただきます。

ことも含んでいるわけですが、その必要性が

○議長（吉田敏男君）

これにて、９番矢野

問われておりました。ただ、残念ながら具体
的な施策が示されておりません。

利恵子君の一般質問を終わります。
ここで、暫時休憩をいたします。２時５分

当町は、さきにも申したとおり林業の町で
あるということは言うまでもございません。

にスタートといたします。
午後

１時５０分

休憩

産業基盤の強化、そして地域活性化をし、雇

午後

２時０５分

再開

用創出を図ることが私は急務であろうと思い

○議長（吉田敏男君）

休憩を閉じ、会議を

ます。
オフセット・クレジット制度ももちろん評

再開をいたします。
一般質問を続行いたします。

価されますが、そのことにより伐採跡地、い

４番

わば無立木地更新は解決はなされないと思い

井脇昌美君。
お許しを得ましたの

ます。そこで民有林の無立木地も一部含みま

で、これより、通告書に従いまして２点の一

すが、どんな今後施業計画をされております

般質問をさせていただきたいと思います。

か、お尋ねをいたします。

○４番（井脇昌美君）

先に、カラマツ製材加工場についてでござ

同時に、足寄町林業グループの活動が現在
休止中とのこと、町はどのような再始動も含

います。
本足寄町の森林資源背景は、町有林が約

め考えておられるか、お伺いをいたします。

８,５００ヘクタールで、そのうち人工林が

○議長（吉田敏男君）

約４,６００ヘクタールであります。

○町長（安久津勝彦君）

また、うち民有林が約３万８,０００ヘク

町長、答弁。
井脇議員の一般質

問にお答えいたします。

タールで、そのうち人工林が約１万１,００

１点目のカラマツ製材加工場についての御

０ヘクタール存在してるところでもございま

質問でございますが、森林組合製材加工場に

す。

つきましては、２月の通常総会において操業

言うまでもなく、カラマツ人工林を主体と

停止という大変遺憾な結果となり、本町にお

した森林の概要をただいまお話ししたとおり

けるカラマツの製材をひける工場は、残すと

でございますが、本年２月２３日の足寄町森

ころ１社のみとなっております。

林組合総会で製材加工工場の閉鎖が決定さ

本町の基幹産業である林業につきまして

れ、当町の主要産業として、また公共的団体

は、付加価値をつけた木材製品を生産する製

としても、この実態は非常に嘆かわしい現況

材工場についての存続が必要であり、また、

でございます。このことに対して、極めて遺

工場を存続・維持することでの雇用の確保に

憾に思うところでもございます。

おいても、重要な施策であると考えてもおり

今後の林業政策振興の観点からも、製材加

ます。

工場は不可欠であると私は苦慮するところで

このことから、今後においても将来を見据

ございます。私は何らかの施策を講じても、

えた適切な施策等を模索し、本町にカラマツ

製材加工場を継続させるべきと考えるところ

製材工場が存続できるよう、検討してまいり

でございます。町長の所見と所信を伺いたい

たいと考えているところでございます。
２点目の林業振興についての御質問でござ

と思います。
２点目になりますが、林業振興についてで

いますが、町有林の無立木地は約１６０ヘク
タールであり、町有林の森林施業計画に基づ

ございます。
平成２２年第１回定例会において町長より
示された行政執行方針において、資源循環利

いて、平成２４年度までに植栽を完了する予
定であります。
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また、町有林野部分林組合より伐採跡地と
して約７８ヘクタールが返還されており、こ
の箇所についても、平成２５年以降の森林施
業計画に計上して植栽する考えであります。

弁とさせていただきます。
○議長（吉田敏男君）
４番

再質問を許します。

井脇昌美君。

○４番（井脇昌美君）

非常に今回の森林組

また、民有林における無立木地について

合の工場の閉鎖、これは本当に管内にも大き

は、森林所有者の高齢化等による森林整備に

ないわばニュースとして流れたのも事実、そ

対する意欲の減退等により、植栽が進まない

の中で本当に新聞紙上等々の経過を見ると、

ことから、森林の公益的機能への影響及び人

足寄町としても本当に厳しい文言も、森林組

工林資源の保続が危ぶまれる状況となってお

合さんに対しての意見を述べられたというこ

ります。

とも聞いておりました。

このことから、平成２１年１１月１３日

ただ、この答弁書等々も同じような、前回

に、十勝支庁と管内１９市町村において「十

のいわば今年度の執行方針に沿うた答弁と本

勝流域民有林の資源管理連携協定」の調印が

当に類似した答弁書になっているところでご

行われました。

ざいますが、私はこの今の現況、現状認識と

この協定は、町村と十勝支庁が、伐採届け

いうものを考えまするところによると、同じ

の受理や森林施業計画について、広域的な森

町内で御存じのようにカラマツ製材工場とし

林の資源管理を行うことを目的としておりま

ては１社、針葉樹、いわば俗に言う青木工場

す。

としても１社、何とか残っておられると。

また、既にある無立木地の解消策として

この青木工場にしても１社、私にお聞きす

は、森林所有者の造林事業実施に向けた掘り

る、まあ私も相談いただいたんですけど、今

起こしを実施するなど、計画的に森林状態を

年度の１２月、今８名が雇用をしてる状況で

回復させるための努力が必要であります。

すけど、雇員さんですね、閉鎖余儀なくされ

このことから、森林組合としては無立木地

ると。

所有者に働きかけをして、所有権を造林意欲

非常に昨今、廃止、つぶすのは本当に寂し

のある方へ移転する林地流動化事業等の取り

い、簡単ですけど、再始動というのは、本当

組みを実施しているところであります。

に新たな形を生み出すということは本当に至

次に、足寄町林業グループ活動状況等につ

難のわざでもある。
それを町長はどのように、そういうことの

いてお答えいたします。
足寄町塩幌地区林業グループが本町に適す

現実をありのままに受けていながら、これも

る苗木の調査活動等をしておりましたが、数

町の中のですね、もう両町には製材工場はも

年前より会員が減少し、現在休止状態となっ

う数年前になくなってるわけです。その中で

ております。

足寄町が何とか頑張ってこられたと。

このことから、再活動は難しい状況となっ

３年前ですかね、いろんな重度障害者の雇

ておりますが、近年、町造林業者等で若い職

用等々にも含めた中で、町からもこの雇用に

員が増加しており、池北カラマツ産地形成推

関連した中で製材工場の努力されてるのを評

進協議会の若手勉強会には多数の参加があっ

価され、文化の日に表彰を受け、各事業主さ

たことを踏まえて、今後において十勝森づく

んも本当にある意味においては大きな力をい

りセンター足寄事務所等の協力を得ながら、

ただいたというお話をし、喜んでいたのも事

林業後継者育成等について検討してまいりた

実でもございます。

いと考えておりますので、御理解を賜ります

それが２〜３年経過した後に今日どういう
状況かなということを、今お話ししたとお

ようお願いを申し上げます。
以上で、井脇議員の一般質問に対しての答

り、森林組合さんの工場だけですけども、工
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場の部門ですけど閉鎖余儀なくされたと。ま

今のそのような冒頭にお話ししました自然

た今年の１２月、くどいようですけど、青木

背景もとらまえた中で、私どももそうですけ

の針葉樹の工場が閉鎖、もうほとんど９割確

ど、町長も来年の３月が一つの区切りとして

定をしたということは、寂しい限りでもござ

任期なわけですよね。一つの町長のここに示

います。

すいわば施設等々を模索するということも答

その中で、私は町内で１社、あのように知

弁書にいただいておられますが、年内にで

的障害者を１７〜８名、２０名近く雇用をし

も、本当に町長の任期の中にでも、何らかの

た中で１社頑張っておられると、堂々と収益

お示しをしていただけるものかいただけない

を黒字を出して、今こうして私が一般質問さ

ものか、お伺いをいたしたいと思います。

せていただいてる間でも機械がいわば始動、

○議長（吉田敏男君）

動いていて、その中でみんな一生懸命汗を流

○町長（安久津勝彦君）

し、泥だらけになって、ほこりだらけになっ

す。

町長、答弁。
お答えをいたしま

井脇議員からるるお話をいただきました。

て働いてるわけです。
その姿を見、私も２日ぐらい前ですかね、

森林組合の工場に関しましては、これまでの

その事業主と直接お会いさせてもらいまし

議会での議員、あるいは高橋議員からも緊急

た。いろんなもろもろの経過も踏まえた中

質問等々含めて、さらにはその前の質問も含

で、あの社長もたしか２０年か２１年の生ま

めて、一定のお答えもしてきているわけであ

れでもう６３、４〜５ですかね、年齢的に

りますけれども、森林組合との協議につきま

も、後見人もいないと。

しては、これは前年の森林組合の総会時、今

一時は、一昨年だったですかね、２年前で

年度でなくて前年度総会時の状況を含めて、

すかね、一たんはある町外の業者にいわば移

加工場が苦戦をしてるということも重々承知

行して、一時は自分が幕別町の方に住居を求

しておりましたし、今具体的な民間の工場の

めて移動され、そこへ永住されるという目的

社長さんのお話もございました。

持った方でもございますが、引き継いだ社長

その状況も一定度私どもも掌握をしており

さんが本当に不治の大きな予期せぬ病気にな

ましたから、やはりこれだけの森林背景を抱

られまして、これは足寄町にこの後消すわけ

える我が町足寄町において、特にカラマツを

にもいかないと、私が何とかといって、意を

ひける工場がなくなるということにはならな

持ってまた戻ってきてくれた経緯もございま

いなという思いで、具体的には昨年の７月か

す。

ら、この民間の工場の社長さんともお会いも

そういう中で、どうなんだいという話をひ

しましたし、そのことも含めて森林組合さん

ざを折った話も実はしたのも事実でございま

の方に、もちろん森林組合そのままの工場を

す。２人でいろんな昔なつかしいお話もさせ

残すかどうか、あるいは別な形なのかも含め

ていただきながら、今日までの経過、それと

て、ともかくいろんなことを模索をしたい

今の現在置かれた工場、これからの未来とい

と。

うことも含めた中で、何としても、私はこの

これはあくまでも我が町にカラマツをひけ

足寄町に長い間二代にわたりお世話になった

る工場を何とか可能であれば残したいという

と、私が最後のいわば木工場のいわば社長と

思いで、そういう協議を昨年の７月から開始

して退きたくないと、引き継いだ中で足寄に

をしたわけでありますけれども、しかし、残

長い間お世話になった一つの印として継続さ

念なるかな、１２月段階で森林組合の２１年

せていきたいと、あなたも立場があるにして

度の決算見込み概要が示され、これは大変な

も、何とか力になってもらえないかという

状況だということが判明をしたということ

承った話も事実でもございます。

で、結論から申し上げますと、これはもう既
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に報告もさせていただいたところであります

町に存在しております。それからカラマツの

けれども、過日の総会で森林組合としての工

同じく専門工場でフォーレスト十勝というの

場は閉鎖ということになってしまったという

も存在しております。

ことでありますから、昨年の７月から協議を

これまた樹種は若干微量ながら違いますけ

しておりました話というのは、これは全くの

ど、いわば製品、製材を製作するには、簡単

ある意味御破算になってしまったということ

な本機の一部を転換することによって、今針

でございます。

葉樹の工場ですけどカラマツにもなりますよ

そういう意味では、具体的に議員から、年

という工場が川西に十勝製材移出協同組合と

度内にも具体的な策が示せるのかという御質

いうのがあります。これすべてなぜかしら協

問でございますけれども、正直言って、今の

同組合という名称がつくんですね。これは意

段階はともかくいろんな関係機関、あるいは

図があるんです。

関係業界の方々等の知恵もかりながら、何と

このような法人的な組織をつくることに

しても残す方策が見つからないのかというこ

よっての国からのいわば設備等々も含めた中

とを誠心誠意努力をしていきたいという思い

の助成を得られるということなんです。そう

でありまして、全く本当に振り出しからのス

いう一つの大きな事例が側面に存在してるわ

タートだなという認識をしております。

けですから、私はそれで何を申したいかとい

ただ、こんな言い方もいかがかなというふ

うことは、閉鎖したいわゆる決断したことに

うには思いますけれども、少なくても今操業

対しての私はどうこうという再始動は求める

しております民間の社長さん、すぐおれもや

ことではないんです。

めるということはお聞きしておりませんか

今の現況のある先輩の議員さんにも聞け

ら、これは希望的観測も含めてでありますけ

ば、実際どうなんだという、責任者をやって

れども、１年程度の余裕はあるのかなと。

た人です、やはり今のあの仕組み・機械で

そういう意味では、議員ずばり年内という
お話でありますけれども、これは明確な答え

は、確かに大変だろうなと、そういう現に携
わった熟練された方の意見も承りました。

が出せませんけれども、可能であれば、でき

正直言って、私は製材工場に対しての知識

るだけ早いうちに一定の方向づけなり、ある

は、余り立派なこと言う割には得ておりませ

いは具体的な動きなりをしていきたいという

ん。でも、少なくとも製材工場のプロとの接

そんな思いであるということで、答弁にかえ

触は、一応１２０％できて知り得てるつもり

させていただきたいなというふうに思いま

でもございます。
そういう中で、本当に町長から先ほども答

す。

弁としていただきました民間工場との話し合

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

４番

井脇昌美君。

い、折衝ということがいわば破綻したと、破

○４番（井脇昌美君）

ただいま非常に私の

綻したというよりも、まとまらなかったと。

質問もかなり急務な質問をさせていただいた

私は２日前にその人と直接会いまして、ど

のも事実ですけど、それほど私は先が予測が

うなんだという話も実際はされたら、非常に

ついてるだけに、私は早目の手を打つべきで

前進的な、前進的なですね、いや、実はこれ

はなかろうかなと。

だけの地域の中で資源がこれだけあるんだか

一つの事例ですけど、私の方からそういう

ら、あるんだから、これはね、絶対このよう

ことであれば一つの事例と提案をさせていた

な条件の町というのは、うらやましいかな、

だきます。十勝管内のカラマツの製材工場の

足寄町はもうぜいたく過ぎるぐらいの立地条

現況で、いろんな助成を得ながらオムニス林

件なんだと、私はほぼ無償に近いほどで提供

産協同組合というのがあります。これは幕別

しましょうと言うんですよ。
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もし、もし許されるんであれば、森林組合

から、チリーマツって、日本の大体輸出用の

さんにいわば協同組合式になって数社で出資

製材のひき立ての２３％ぐらいの非常に大き

してもらって、出資というのはこれは一つの

なウエートを、針葉樹なんですけど、針葉樹

何といいますかね、本当に加盟料ということ

ということは、トドマツ、エゾマツを針葉樹

ですかね、数十万の出資者になって一つの理

というんですけど、カラマツもその代用とし

事長がいわば推薦されて、そしてフォーレス

てチリーマツを使ってたんです。合板材もそ

トもオムニスもみんなそうなんですけど、負

うですけど。

担のかからない複数組合員には求められるも

それで一時、埠頭からの地震によっての出

のですから、協同ということですから、その

荷がストップしちゃったわけです。いわば大

中でぜひその案をもう一度協議してくれない

災害なわけですから、国挙げてのいわば災害

かと。

だったわけですから、そしたら現在はその入

私はその負担なるようなことには決して、

荷量が９％まで戻ってきたんです。２２〜３

私もここに世話になった以上は、何らかの形

％の数字が９％の約１割弱まで出荷が戻って

で感謝もしてもらいたいと、そのかわりあん

きたんです。その１割戻った行き先はどこへ

たもそれにバックアップはしてくれるだろう

行ってるかと、全部中国へ行っちゃってるん

なという確約はもらわんとだめだよと。私も

です。中国へ行っちゃったんです。

ついでに、調子いいもんですから、それは当

そして、なおさら北海道のじゃあ何がっ

たり前だよと、今までこういう公職にもつか

て、資源が余計見直されたという、いわば資

せていただきながら、あんたの会社とこれだ

源の強化が北海道に視点が移ってきたわけで

けうちが主としてバックアップしてきた以上

すよ。

は、私はね、はしごを外すようなことはしま

これ夕べです、私のところの事務所に、こ

せんよと、ただ、その路線というものは、

れ道木連から。足寄町さんも載ってますよ。

きっちりと町も含めた中で、私は再協議を早

森林整備加速化林業再生事業の補助事業の中

急になされる必要が僕はあるんでなかろうか

で、木のかおる町と施設設備というので補助

と思うんです。

を受けられて、これ副町長も相当苦労したと

けさも実は、２日前とは申しましたけど、

思いますよ、あの顔色を見ると。

けさも、一般質問の中で私の思いというもの

ＪＲの補助も座礁したり、本当に苦労して

を井脇さんね、ぜひ町長に申し出てくれと、

たのわかるんです、私も。その中で足寄町が

そういうお話もいただいたのも事実です。

こうして集会施設１棟、これ大きな事業です

それと先ほど、話は若干、まあ関連がある
からですけど、カラマツの加工場が苦戦され

よね、これもこうして立派な効率のいい補助
を受けられると。

ておりますと、私はね、苦戦してると思わな

これ全道のやつ全部一覧表載ってるんです

かったですし、苦戦はしないと思ってまし

け ど 、 製 材 の 数 量 が ２ ,７ ６ ５ 立 方 で す か

た。

ら、これは大きい数字です。これ全道載って

たまたま数ヵ月前にチリ沖地震が発生し

るんです。恐らくこれ省庁から来た書類だと

て、これ世の中なんですね、うまくこれ循環

思うんですけど、余りこれは丸秘的なとこも

するものなんです。雨降れば傘がもうかると

あるんですけどね、こういうことがもうはっ

同じで、不幸あったら、それなりのやはり期

きりしましたよと、これは何かったら、すべ

間が何か仕事が発生するものなんです。これ

て何を言いたいかということは、製材工場の

はやっぱり世の中というのは、このローテー

いわば稼働の要因だということ、と同時に雇

ションのごとく循環してるんだなと。

用も備わってるということですよね。

このことでチリ、いわばチリという国です

けさも１件、話がちょこちょこずれますけ
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ど、どうだ、仕事どうだったら、いや井脇さ

すし、それからアドバイスをいただいてる方

んと、去年の今ごろともう一変して、表現が

からもお話がありましたけれども、仮に地元

ひどいです、オーダーの下敷きになるという

で完結できないとすれば、これはやはり一つ

んです。いわば注文の下敷きになるというこ

の方策としては、やっぱり協同組合方式が考

とですよ。それほど一変した今注文が殺到し

えられるのかな、そんなことも頭に入れなが

てるわけです。

ら担当課長以下指示をし、協議を具体的に進

何で行動するかったら、注文を今度選べる

めろということで進めていたということでご

わけですよ。効率の悪い価格の安いやつは全

ざいますけれども、いかんせん、残念なるか

部はねるわけですよ、あ、断る。なかなかこ

な、地元での協議の詰まるところまで行く前

れ酷なことですけどね、この断ることが後か

にとんざをしてしまったということでござい

ら災いする場合も逆にあるんです。

ます。

ですけど１００％クリア、おこたえできな

また一方、議員からもお話があるとおり、

いわけですよ。そのことがやはり今工場が順

これは木工場がこの一連の不況の影響をもろ

風満帆に何とか注文いただいてて、工場の故

に受けてるという状況も当然承知をしており

障もいろんなアクシデントもなく稼働されて

ましたし、当然札幌へ出札の際は、道の林務

るという中で、けさも実は激励を受けてきた

課にも寄りながら、足寄町の森林資源の背景

わけでございます。

等々含めて、あるいは森林組合の現状、とり

町長にゆっくり話してくれと、それなりの

わけそのときに工場という認識でありました

人材もまた協議しましょうと、もちろん流域

から、工場の認識も含めていろいろ状況報告

の森林組合さんにも参加してもらいましょう

もしながら、いろんなアドバイスもいただき

やと、そういうお話がされておりました、現

たいと。
ともかく私の思いとしては、何とか我が町

に。
その辺ちょっと、だらだら長々お話ししま

足寄町にカラマツひける工場を何とか一つで

したけど、町長のお考えが微量ながらそれに

も残したい、ゼロにはしたくないという思い

向いてくれるですかね。先ほどの町長の答弁

をずっとお伝えをしてきたところでございま

の中で、非常に難しいという答弁もお答えも

す。

いただいたんですけど、けさ私がいただいて

いろんな情報をいただきますと、昨年の５月

きたお話なんですけど。
○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

不況の影響も受けたんですけれども、実は
ぐらいからもうオーダーは相当復活をしてき

町長、答弁。
お答えをいたしま

ている、しかし、ここの対応も我が森林組合
はできなかったということでございますし、

す。
まず、議員の方から十勝管内の協同組合方
式での製材工場のお話もございました。実は

そのことは過去のことは言っても仕方があり
ません。

先ほども申し上げたとおり、昨年の７月から

今３月ですから、２月の頭でしたか、林の

協議を開始をしたという中身につきまして

関係、これ町村会絡みでありますけれども、

は、まず第１段階としては、森林組合と地元

札幌で会議があった際にも道の参事から、政

の製材工場との中で仮にこれが合意に至るよ

権もかわって２２年度の林に関する国の動

うなものができ上がるんだとすれば、それが

き、予算づけ等々の説明も受けました。

一番いいかなと。しかし、これもまたなかな

これはもう既に新聞報道等で御案内のとお

か正直言って頭の中には難しいのかなという

り、現政権の中で今１本法律をたしか上げて

思いもありました。

るというふうに思いますけれども、間もなく

当然民間の社長さんのお話もお聞きしてま

法制化されるよという報告がありました。
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それは何かといいますと、今後、公共施設

ただし、その工場の建設の場合は、人材と

を建てる場合については国産材を使えと、こ

いうのは再洗い直しをしないと、猫に小判の

れ義務づけをするというこういうこれまでに

ような、ただ備えても、いわば利活用できな

ない、ある意味、林関係でいきますと画期的

いものに何ぼ与えても、これはいい数字が見

な法律も制定をされる動きもあるということ

出せないというのは、これはもう今でも製材

でございますから、ある意味、今の新政権、

工場、１００％どこでも黒字かったら、そう

ＣＯ ２ 削減２５％なんていうことも言ってお

じゃないわけですから、こう言ってる間に閉

りますし、やっぱり木材の需給率のことも

鎖してる工場あるかもしれません。

言っておりますから、そんなに簡単なことだ

やっぱりきちっとした損益分岐点を持ち、

というふうには思いませんけれども、周りの

管理、それから売りの時代の中で、総体的に

状況というのは、議員も仰せのとおり少し私

分岐点を求めた中で収支のバランスをきっち

は上向きになってきてるというふうに思って

りととらまえてる工場が、これはもう健全に

おります。

残って動いてるわけですから、その辺を承知

そんな状況も含めて協同組合方式、これは

を願いたいと思います。

もう町内に限定することなく、そういったあ

２点目の林業振興についての質問でござい

らゆる可能性を探っていきながら、何とか我

ますが、このことについて私も先般、総務産

が町足寄町に工場を残すという表現がいいの

業さんから非常にまていな調査の報告がいた

か、あるいは新たにということになるのか、

だかれました。

当然これはもちろん町も、そういうことが成

特に林業振興についてという若干重複して

り立つとすれば、当然町としての助成も考え

る中で、永久的な保存にまでできるような町

たいというふうに思っておりますし、もっと

有林の状況、林業の管理状況というのは、本

言えば、町だけの助成ではこれは難しいとい

当にあそこまでよくしかし精査され報告して

う部分も当然出てきますから、当然これは道

いただいたなと。

なり国なりの支援についても求めていきなが

私はそれに携わって４５年目ですから、や

ら、何とかそういう形というか、枠組みをつ

や１００％とは言えないにしても、８０％ぐ

くり上げるべく努力をしてまいりたいという

らいは頭には入ってますけど、なかなか他の

ふうに考えてますので、御理解賜りたいなと

議員さんというものは、山の林道、山の全景

いうふうに思います。

というのはわからないんです、正直言って。
見ても見流しするのが普通一般です。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

４番

井脇昌美君。

あの書類をもらいましたら、ほとんど完璧

○４番（井脇昌美君）

一つ本当に努力され

に近い、完璧に近いどころか、完璧な書類と

たいという前進的な答えをまずいただきまし

なっております。林道はどこに入ってるか、

た。

どんな山がどこに、町有林がどのような分布

私はね、その言葉に私から立たしていただ

されてるかということ、ただ、山のあの等高

きますと、急務、いわば急いでそういうこと

線に沿うた動きをすると、これは不可能なこ

がまだ、先ほど町長からおっしゃられた１年

とですよ。

や２年は社長さん元気で、そのような話も聞

これは不可能なことにしても、どちらの方

いているからまだ期限があるんだ、期間があ

向にどのような町の山が存在してるかという

るんだということじゃなくて、本当に年内に

のはあそこまで完璧にいわば描写されてる、

ある程度あらかじめそのつもりで話を私も協

報告されてるものというのは、私はすばらし

力はしたいと思いますから、進めていただき

い、時間かけてよくあそこまでつくり上げて

たいと思います。

くれたなと思います。
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本当に項目ごとに書いてもらってるのは、

○経済課長（鈴木

泉君）

休憩をいただ

あれ永久保存版的なものです。町有林がよほ

き、まことに申しわけないと思っておりま

ど盗まれるか、町有林が盗まれるなんていう

す。

ことないですわね、よその町に転売すると

それでは、御質問でございます町有林の無

か、よほどの事情でない限りは一生、これか

立木地の関係の御質問でございますが、指定

ら１０年、５０年、１００年あの地形という

災害、１８年以降ここ２〜３年、水源林造林

のは変わらない、続くものですから、あれは

の関係もありまして、指定災害の関係ありま

議員さんが非常に大きな宝物を私は取得させ

して、無立木地については植栽はされてない

てもらったんだなと思っても過言でないと思

ということで、今後２２年から２４年度にか

います。

けまして、４年間で１６８ヘクタールを計画

そのような余りにも立派な報告だけに、私

しているところでございます。

のこの２点目の林業振興というのは非常に文

以上でございます。

言を選ばなければいけないと、非常にある一

○議長（吉田敏男君）

４番

定の質疑でとめておかないと、それ以上所管

○４番（井脇昌美君）

かえって時間とらせ

の報告にいわば御無礼に当たるような、触れ

まして、どうも済みませんです。たしか私も

るような質問もこれもいけないという中で、

４年前にちょっと質問させてもらったとき、

非常に薄い質問にもなりますけど、それをわ

１５０〜６０あるんだなという、それが

きまえながら、もし差しさわりがあったらお

ちょっと記憶にあったものですから、数字が

許しを願いたいとは思いますけど、２点目の

動いてないものですから、ちょっと申しわけ

町有林の無立木地に対しての質問をさせてい

ございません。

井脇昌美君。

そういう中で現況はわかるんです。ここ２

ただきたいと思います。
町長から１６８ヘクタールの無立木地が存

〜３年、もう激甚災害で、そちらの方の処理

在してると。平成２４年だったですかね、一

だけで僕は目いっぱいできてるんだろうなと

応完了予定であると、この無立木地のいわば

いうことできたのは、決して意地悪く私は問

完了ですね。

うたわけではないんです。そういう中で何と

これ私、４年ぐらい前ですかね、４年前に

か努力はされて、この無立木地というものを

一般質問で無立木地のことでちょっと提案、

何とか緑あふれる森に、本当に森にしていた

一般質問をさせていただいたんですけど、こ

だきたいと。

の今の報告の間に、私、百何ぼってそのとき

一つの事例で、これ勝毎さんですよね、去

に聞いてた記憶あるんですけど、一昨年、過

年の１２月の１７日ですね、無立木地１００

去２〜３年前にさかのぼって無立木地どれぐ

ヘクタール購入したと、造林計画の新得町さ

らい処理されましたか。ちょっと概略でいい

んですね。これは道新さんですね、１月の７

ですから、そんな何ヘクタールとか細かな数

日、これは長野県です、４,０００ヘクター

字とかは必要ないですから、どれぐらい処理

ルです。これやはりこれは同じ無立木地でも

されておりましたかね、無立木地の。

耕作放棄地ですね、畑地だと思うんです。

○議長（吉田敏男君）

暫時休憩をいたしま

これは恐らく耕地にしていて、５年以上あ
れすると原野みたいな扱いでなるはずですか

す。
午後

２時４８分

休憩

ら、そういう形のたぐいだと思うんですけ

午後

２時５２分

再開

ど、そのように申せば、豊頃町もこういう森

休憩を閉じ、会議を

林についての新たなまた取り組みを、これも

○議長（吉田敏男君）

道新さん、勝毎さんで出てるんですけど、そ

再開をいたします。
○議長（吉田敏男君）

経済課長、答弁。

れほど足寄は資源の豊富ないわば森林資源と
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しての本当に大きな財産の持ってる町だけ

これなら山なんかね、切ったら植えようなん

に、何とか我々もそうですけど、町の行政が

て、そんな簡単なもんでないですよ。

それは重い本当に任務を任されてるんでなか

補助もらってもなかなか大変な事業がね、
私は何を言いたいかということは、この今の

ろうかなと。
それで一つ、この今の被害木も含めて植林

施業、道単の３割というのは、各町村がもう

の補助というのは、いろいろな補助があるん

全員が困ってますから、町長にお願いがある

ですけど、特に民有林も踏まえて、私も４日

んですけど、これをもう一度実態ということ

前ですかね、５日前だったかな、足寄の森づ

をきちっと報告された中で、この枠を何とか

くりセンターの技術専門官と会ってきたんで

皆さんで声をそろえていわば拡大していただ

す。いやあ、もうこれ井脇さん参ったわ、町

くような、この２１世紀森づくり推進補助金

の経済課も参ってるんですけど、私も実は調

としての道単の補助が３ヘクタール以上出な

子のいい人間なもんですから、たしか８番議

いですから、これをやはり拡大するか、これ

員さんだったですかね、と一緒に帯広へ行っ

は違う形の造林の補助として扱わなければ、

たとき、あるとこでぽっと道議と会ったんで

どんどんどんどん無立木地がふえますから、

すよ。

間違いなくふえますから、そのことをまず強

向こうの人も私の乱暴なの知ってるから、
何も苦にはしないけど、わからない人が法を

くお願いをしていただきたいということで
す。

決めるとこんなになっちゃうんだと、山荒れ

無立木地の問題については、いろんなこの

るんだと。あんたら何もわからんのにね、俺

中でまだ要素はあるんですけど、補正予算の

が委員長だと言ったから、何言ってるんだ

中で、また違う視点の中から御質問も私もさ

と、わからん者が決めるということは恐いこ

せていただきたいもんだなということも１〜

となんだと、このような山になっていくんだ

２考えております。
そこで最後の３点目の林業グループの活動

と。
これ２１世紀の森づくり推進補助金として

ですね、これも同じく参考に道の森づくりセ

道単で補助、３ヘクタール以上出ないんです

ンターへ行って、どんな動きですかと。あそ

よね。２０ヘクタールの皆伐、主伐した場合

こは窓口ですから一目瞭然わかるんですよ

何年かかるんです。これが足寄の実際実態

ね、そしたら浦幌町さん、幕別町さん、本別

は、本別町も足寄さんも陸別も、この間やっ

町さん、足寄町さん、陸別町さん、全部実態

た芽室町さんも、私、林務課へちょっと用事

というのをすぐ、足寄はもう一番先に出まし

あって行ったんですけど、遠くは美瑛の森林

た。全く稼働しておりませんと。道もいわば

組合さんも同じです。困ってました。知らな

官舎にもほとんど足寄の人は見えません、た

い人が法を決めるんだから恐いんですよ、こ

まに見えるったら、一月に２人か３人、本別

れ。

町から見えますと。

道というのは、そのレベルなんです。道議

たまたま村瀬所長には会えなかったんです

さん道議さんというけどそのレベルなんで

けどね、技術専門官と会ってきて、昔まだ３

す。最後には出先の道職員の人が困ってるん

０年ほど前も私を知っててくれたもんですか

ですから。何かったら、脅しをかけたわけで

ら、いろいろなつかしいそういう話もされ

す。何ということはない、単純なことなんで

て、陸別町さんは、これまた足寄町さんがこ

すよ。

こに答弁を先ほどもいただいたんですけど、

こうやって３ヘクタール以上の補助金を出

後継人の塩幌グループにかわって、産地形成

さなかったら切らないだろうなという脅しを

の協議会の若手勉強会という何かすごい立派

かけたんです、低脳な人の脅しなんですよ。

な、どこまでどんな組織になったのか、私も
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たまたま偶然にその若い人らそろって顔出し

のは。

たのか、それを参画して募ってきたのかどう

だから森づくりセンターへ行っても、本別

か、その経過はわからないんですけど、隣の

町の林業グループの話をすると、もう乗って

陸別町さんは７名ですと。

くるんですよ。やっぱり愛着わくんですね、

この名称がいいんですよ、陸別町若者林業

いつも足伸ばして来るもんですから、道の職

グループですと、名前いいですね、若者です

員の人も一生懸命なんです。だからなぜ足寄

から。今年度の事業は、協議して町有林を借

にここに存在していながらだれも来てくれな

地として、今私もちょっと微量ながら触れた

いと、門をたたいてくれないと。

んですけど、植えたくても苗木がないんだ

足寄のある一定の、まあ１〜２ですけど本
別の林業グループと交流してるんですよ。だ

と、内容育成にかかってますと。
若い者は、やはり敏速にそれに対応とまで

から私は、このことも本当に所管の方々が調

いかないですけどすぐ抜くんですね、苗木が

査をされ、所管の人も調査の結果、休止して

なくても注文しても手に入らないんだわと、

るという報告だから、この１件をちょっと触

町有地に苗木をひとつやってみようと、数百

れさせてもらってるんですけど、実際をいう

本なのか１,０００本程度なのか、それは数

と、町長からも数年前という単年の話しされ

量的なことはわかりませんけど立ち上がりま

てましたけど、実際は単年じゃないです。私

したと。

それは知ってて、意地悪言うようですけど

本別町はこれまたすごいです、会員が２２

知ってて聞いて、単年じゃないです。もう十

名、本別町の林業グループの人は、私も商売

数年間ほとんどしてないんですよ、実を言う

柄数名と、毎週までといかんけど、一月に２

と。その会員の名前も得てて出さないですけ

〜３回は会いますから、きのうはどこどこの

ど、してないんです。

林業グループの会合、山を見に行ったんだ

昔は代表的な山口三太郎さんという非常に

と、いやあよかったわと、うちよりちょっと

愛林家で、この管内でも優秀ないろんな勉強

落ちるなとか、皆さん自負する人らばっかり

をなされた、また森林組合さんとも、当時も

ですから、そういう林業グループの活動とい

連携図られるために優秀な愛林家の人存在し

うものが盛んにいわば行われてると。

てたころは、やっぱり引っ張っていってみん

聞いたらどこが事務局なのったら、本別町

なそれについていったというその惰性が、塩

の林務課ですと、悪いことでないから名前あ

幌地区のあれが残存として残ってたんですけ

れですけど鈴木さんって、一生懸命やってく

ど、今ほとんど、もう１４〜５年何もやって

れてるのが鈴木さんて、課長と同じ名前でな

ないなと言ってました。

いかい、鈴木さんたら。そうですよね、課

私は現にその会員の人も会ってるんですけ

長、井脇さんでないもね。同じ鈴木さんと

ど、上利別西一線というんですかね、その人

言ってました、これが事務局長。やっぱり声

にも聞いたら、いや、やってないんだと、な

かけ、先頭に立って声かけてますと、森づく

かなか最近も声かかっても行くひまもないん

りセンターの技術専門官が言ってました。ま

だけど、ほとんどという何かなつかしげな、

ずあの人が発声すると、みんなわあと反応あ

また反面寂しいような、寂しくなったような

るし寄ってくるんですよと。

ことも言っておりました。

会長がシノエさんだったですね、この人は

そこでやはり町の人が、このような若手の

もう７０近いのかな、ちょっと理屈っぽいけ

勉強会というのが一つの起爆剤になればとい

どね、偏屈で理屈っぽいけどすばらしいやっ

うことなんですけど、やはり私は当初は軌道

ぱり山の愛林家です。やっぱり独特のくせの

に乗るまで、町の経済課の林業振興室の方々

ある人が多いんですね、山を愛する人という

でも、軌道に乗るまででもいいからリーダー
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シップ、引っ張っていってあげてほしいもん

りとやはり皆さんに理解してもらわないと、

だなと

なかなか長続きしないということになると思

軌道に乗るまででいいです。足寄町は、特

うんです。

に隣町と違っていわば所有する町有林も、も

そういう中で、今この足寄というのは、本

う本別町、陸別と合わせたってまだ足寄町が

当に町長みずからが、先ほども申しましたＣ

一番多いわけですから、それだけに仕事の負

Ｏ ２ の削減ということで、カーボンオフセッ

担というのも課せられるわけですから、他町

トということに加盟されてプロ野球と協定さ

がこうだから足寄もそうすれとまでは言いま

れたという本当にいい話題、これも評価され

せんけど、何とかこの助け船で軌道に乗るま

るとこなんですけど、ただ、これはある意味

で、御苦労だけど今回のこの一つの若手勉強

においては、外面だけのパフォーマンスだけ

会というのかな、そうですね、これ若手勉強

ではやっぱり困るということなんです。

会って書いてくる、名称はまだ決まってない

この地元の足寄町がもっともっと、この

んですけど、これは銀河グループでも何でも

カーボンオフセットだって、根底には林業

いいです、そのうち立派な名前つけてもらっ

の、地域林業の振興目的ということをこれ書

て、やはりそれまで町が少し手助けしてあげ

いてあるわけですよね、やっぱり。ですから

てほしいなと思うんですけど、その辺は

この自分の足元がおろそかにならないよう

ちょっとどうですか。

な、そのあり方というものをきっちりと押さ

○議長（吉田敏男君）
○経済課長（鈴木

経済課長、答弁。

泉君）

お答えいたしま

えていただいて、何とかこの林業の町足寄と
いうものを一層整備していただきたいという
ふうに思いまして、最後に総括的な町長の力

す。
井脇議員さんおっしゃるとおり、うちの方

強い御意見をいただいて、私の一般質問を終

も本別、陸別町の実態もちょっと把握してる

わりたいと思いますけど、お願いいたしま

ものですから、この中でやはり足寄町におき

す。

ましても、今後におきましては、十勝森づく

○議長（吉田敏男君）

りセンターの足寄事務所等の協力を得まし

○町長（安久津勝彦君）

て、林業後継者育成等について積極的に検討

含めて議員からお話がございました。私も本

してまいりたいと考えております。

当にそのとおりだなと思う部分がたくさんあ

それで事務局の関係につきましても、本別

町長、答弁。
いろいろな提言も

ります。

町も町でやってるということでございますの

中にありました２１世紀北の森づくり事業

で、この事務局体制につきましても前向きに

のことも、しっかりと北海道の方に要請もす

検討しながら進めてまいりたいと思いますの

べしという御提言もいただきました。実は

で、御理解のほどよろしくお願いいたしま

私、たしか３年ぐらい前ですかね、陸別町長

す。

さんの後、十勝の造林協会の会長という役職

○議長（吉田敏男君）

４番

井脇昌美君。

も仰せつかって、仰せつかったときに実はこ

○４番（井脇昌美君）

非常にこのグループ

の３ヘクタールという問題が出てきたんでご

を一つの、先ほどの製材工場の協同組合式も

ざいます。

同じなんですけど、一つの組織をないものか

これはその背景何かといいますと、御案内

ら形をつくるということは、これは大変なこ

のとおり北海道財政も大変厳しいという中

となんですよね。

で、これは数年前からこの事業廃止しますよ

大きい小さいは関係ないもんです。１００

という流れできたやつが、これはやっぱり全

人も５人も一つの組織には変わりないんで

道の造林関係含めて、関係機関含めて、何と

す。根底には意義は何かということをしっか

かこれは大事な制度だから残してくれとい
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う、本当にある意味総力を結集して要請行動

当然これを振興することによって、やはり

をやった結果、そのときの状況として、道内

同じ公共事業ででも、山についてはやはり雇

の山からどんどんどんどん原木が流出をして

用の場の確保にも大きな役割を果たすという

しまったと、それに伴って造林の方が追いつ

ふうに考えておりますから、引き続きまた最

かないという状況で、平たい言い方すれば、

大限努力をしてまいりたいというふうに考え

はげ山がふえてきたということもあって、そ

てますので、御理解いただきたいというふう

んなことも相まって、北海道としても苦渋の

に思います。

決断をしたのかどうかわかりませんけれど

以上でございます。

も、継続をするということで決定がされた

○議長（吉田敏男君）

と。

昌美君の一般質問を終えます。

これにて、４番井脇

ただし、その中で議員御指摘のとおり面積
◎

要件がついてしまったと、３ヘクタール以内

延会の議決

ということがついてしまった、これはやっぱ

○議長（吉田敏男君）

り大きな足かせでございます。

します。

実は私の立場も正直言ってないなというふ
うに思って、これはもう厳粛に受けとめざる

本日はこれで延会にしたいと思いますが、
これに御異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）

を得ないんですけれども、この事業の窓口は
森林組合でありますけれども、実は今年度、

○議長（吉田敏男君）

当然当初では取りまとめをして道の方にもそ

す。

の旨上げて、足寄町の割り当てもあったわけ
でありますけれども、ここで大きな執行残を

ここでお諮りをいた

異議なしと認めま

したがって、本日はこれで延会することに
決定をいたしました。

出してしまってるというこんな状況もありま
◎

す。
そういう意味では、十勝の造林協会長とい
う立場の中で、さらにこの制度改正も含め
て、あるいは足寄町のこういう執行残を、大
きな執行残を出してしまったという現実も含

延会宣告

○議長（吉田敏男君）

本日は、これで延会

といたします。
次回の会議は、３月１１日午前１０時より
開会をいたします。

めて、なかなかつらい立場でありますけれど
も、しかし、大きな意味で林業の活性化とい
う意味では、これは必要な事業だというふう
に思ってますから、私の立場も含めてそこの
ところは要請するものはしていきたいなと、
こんなふうに思っているところでございま
す。
それから、あとは総括的に林業グループの
育成等々含めて、あるいは足寄町のさらなる
林業の振興ということも、いろんな御提言を
いただきました。
私も思っているところは同じ思いでござい
ますので、引き続き微力ながら足寄町の森林
の資源を生かしたまちづくりに少しでもつな
げていきたい。
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午後

３時１３分

散会

