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○議員（山須田清一君・登壇）：質問通告書に基づき

まして３項目９点についてお尋ねをしたいと思います。 

質問の前に一つ訂正をお願いしたいと思います。 

１つ目の行財政改革についてという（３）番、僕の

印刷物は行財政検討委員会となってますけど、行財政

推進委員会ということでもって、訂正をしていただき

たいと思います。 

それでは１点目の行財政改革についてということで

す。 

このことにつきましては、何度か質問しております。

同僚議員も機会ある毎に質問もしております。それだ

け重要な課題と認識をし、位置付けもしております。

私も自分の故郷であり、将来展望に立った大変心配す

る面も多々あるわけでございます。そういうことを踏

まえての質問でありますので、ご理解をいただきたい

と思います。 

現在の地方の自治体を取りまく財政は非常に厳しく、

工夫することにも限界があり住民に対しては我慢を通

り越し負担に移りつつあるのが内外的にも現状化と思

います。 

このことが度を過ぎると怒りになり、住民不満が大

きくなり行政運営も大変難しくなるように思います。

連日の様に、財政破綻をした夕張の現状、テレビで見

ると行政運営の難しさ、身に沁みて感じる訳でござい

ます。この様な事態にならないためにも早め早めの手

立てすべきと思い、何度も質問するわけでございます。

夕張の現状に対して住民の怒りは頂点に達しておりま

す。最近の報道の中にはこの様になった結果に対して

は、議員の存在も見逃さない。そのような発言もある

わけでございます。 

このような観点からしつこい質問になるわけでござ

いますが、現在までの行財政改革、あらゆる角度で工

夫をしながら努力していることには、評価もし承知す

るわけでございますが、成果ということに対しては十

分とは言えないという判断をしているところでござい

ます。村長は現在までのこの行財政改革というものに

対しての成果をどのように捉えているか、まず最初に

お尋ねをしたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：大変行財政に対しまし

てご心配をいただきまして本当に有難うございます。 

 これらにつきまして、行政サイドと議会で一貫した

行財政改革が必要であろうというふうにも考えている

ところでございます。 

それでご答弁でございますけれども、成果は未だ満

足なものとなってはいない状態でございます。北海道、

国から指示されている集中改革プランというものが私

は非常に遅いものであったというふうに感じていると

ころでございます。私達猿払村といたしましては、そ

れ以前から自主健全化計画を実施している実態でござ

います。先程議員が申しましたような夕張の様な形に

ならないためにも、自主健全化というものが道・国か

ら示される前にやっていくことが重要な事であろうと

いうふうにも考えているところでございます。そうい

う状況の中で歳出・財政効果といたしましては、６億

８７４万３，０００円を上げております。歳入では４，

６０８万３，０００円で合計で６億５，４００万円の

効果を上げているというような実態でございます。 

これにつきましては、これから審議されます１８年

度実施する予定分は含めておりません。このような状

況の中でかなりな削減をして健全化に向けて努力して

いるところでございます。ただ、財源が無ければ何も

出来ないというようなわけでございまして、地域の活

性化なり雇用の促進なりに影響を与えるというような

状況にもなります。今後も無駄と思えるような財源・

事業につきましては、スクラップをしていかなければ

ならないというふうにも考えているところでございま

す。成果はこのような６億５，０００万円というよう

な一応上がっているというふうには思っておりますが、

村民サービスの視点においてこれらも考えていかなけ

ればならないというふうに考えます。果たして村民に

負担だけを求めるものも限界があります。費用対効果

を考え合わせ、将来展望を見据えその成果を効率的に

行政運営していかなければならないというふうにこう

考えているところでございますので、その点よろしく

お願いを申し上げたいと存じます。また、この財源の

他に、職員は自ら時間外サービス残業も含めた形の中

で両方の職員の方来客の駐車場の白線引きしたり、そ

れから公共施設のペンキ塗り、また町のゴミ収集、そ
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れからゴミ収納庫の補修など、これらも時間外に抜け

てやっているような状況でもございますので、そのよ

うな事もお金として表れてはまいりませんけれども、

このような職員が一生懸命努力をしているということ

もお認めいただければ大変有難いなとこのように感じ

ているところでございます。 

よろしくお願い申し上げたいと存じます。 

○議長（佐々木正光君）：山須田君。 

○議員（山須田清一君・登壇）：今の答弁で行財政改

革については満足してないと、そのような答弁でござ

いますけれども、成果に疑問視するということは後退

の意味合いも含まれるのかなというふうに考えるわけ

でございます。村民に理解と協力を得ながら行財政改

革が進む中に少なくてもキラリと光る村づくりに最大

の努力をするということが村当局の最大の仕事ではな

いのかなと思うわけでございます。私ばかりでなく、

夕張の現状というものをテレビ・新聞で見るとその事

が良く分かる訳でございます。北海道の自治体の何分

の１か、第二の夕張予備軍だというふうにも言われて

おります。そしてまた、その可能性を秘めていること

も言っております。我々議会もその為の努力というも

のは惜しみません。村長もこの行財政改革に命を懸け

るのだという、そしてその成果を上げるのだという、

これからのものに対して今まで以上の危機意識は持っ

て望んで貰わなければならないというふうに考えるわ

けでございますけれども、その強い姿勢というものを

再度お尋ねをしたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今議員さんがご質問さ

れたことはご尤もな事でございます。満足はしていな

いというものの、まだまだ歳出削減等切り詰める所も

無いわけではございませんけれども、住民負担という

ものも考え合わせ、また料金の改定等も住民に多くの

負担を掛けることはこれは出来ないだろうというふう

な考え方にも立っておりますので、一定程度の料金の

改正はこれはやむを得ないかもしれませんけれども、

私としては道筋をしっかりと肝に銘じて付けてまいら

なければならない。そのような考え方で公共事業につ

きましても、地域の活性化これが一つの主題でもござ

いますし、また雇用の確保という事もまたこれもあろ

うかというふうに思います。そうでなければまちは死

んでしまうような状態にもなってまいりますので、そ

の辺も十分見極めた形の中で進めてまいりたいと強く

考えているところでございますので、その点ご理解を

賜りたいというふうに思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木正光君）：山須田君。 

○議員（山須田清一君・登壇）：村長の今までの村政

執行方針というものをずっと見てもきたのですけれど

も、先程も触れておりましたスクラップアンドビルド、

何年か前の言葉であったのかなとそういうことが未だ

に成果として見えないというのは何なのだ。職員の給

料を削減したと議員の歳費を削減した。そして来期の

議員定数も減にした。今度は利用料・使用料の見直し

だと、そのことだけで成果ということは思えない。そ

ういう気持ちでいっぱいなのです。このような事で満

足して良いのかという気持ちもあります。行財政改革

の最大の狙いというのは何だと、財政基盤強化である

ということが最大の狙いであります。表現が適切では

ないですけれども、底のある柄杓でもって底の無いバ

ケツに水を汲む。溜まっていくものがあるのかなと、

全然成果として表れない。これと同じような事で無い

のかなと、目的到達への不透明さだけが残る消化不良

のような感じがしております。それがこの行財政改革

というものを立ち上げて進むのだと言ってから、年を

明けて５月頃になると丸２年になるのです。今年度は

村税の増収でもって思いがけない成果もあったという

訳ですが、明年度からは財源不足というのははっきり

している。財源が足りないから手立てなのだと、財政

基盤強化何ら関係の無い話しでないのかな。この財政

基盤強化という目標に向かって、近づける行財政改革

ということに対して村長はどのように考えているか。

その辺お尋ねしたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今議員のおっしゃった

通り、勿論財政基盤強化に向かって私は地域再生とい

うものを含めた形の中でやっていかなければならない

というふうにも考えているところでございます。 

 まず、私が就任した当時から財政的に非常に悪かっ

たということもございまして、一定程度の歳出削減問
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題も大きな目玉であった事でございますし、今後にお

きましても、財政基盤強化ということを最重点に掲げ

て私はしっかりとした行財政運営をしていかなければ

ならない決意でおりますので、その点はご理解を賜り

たいと、私は十分その北海道の行政というものをまた

産炭地域の状況というものも夕張を含めたそういう状

況についても理解をしているつもりでございます。第

二のそのような形にならないようなためにも、今はそ

のような方向に向かって財政基盤強化、無駄を無くす

というような形の中で私は進めてまいりたいとこのよ

うに考えている次第でございますので、その点どうぞ

ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐々木正光君）：山須田君。 

○議員（山須田清一君・登壇）：今村長の言葉からあ

った財政基盤を強化をして村を守るのだと、そのよう

な姿勢というものは非常に大事な事であると思います。

財政が良くない自治体には道は積極的に合併を促進し

ていくという方針のようでございます。今村長の方か

ら空知の産炭地域の話しも触れられておりましたけれ

ども、９月２３日付けの新聞なのです。空知産炭地域

総合基金というのがこの辺にある基金のようです。そ

の取り崩しが可能になったということによって歌志内

それと上砂川その２町が取り崩して使えるようになっ

た。そうすると近隣のその砂川市と奈井江町と浦臼の

財政規模というのか、大体拮抗してきたという状態を

見ながら道は合併をしなさいというような話が新聞に

載っておりました。今回は合併の事は私は質問してな

いけれども、この合併に対しても油断も隙もないと財

政を悪くするとそういう一面もすぐ傍にあるのだと紙

一重の状態でもってそういう条件が占めているのだな

というふうに考えますし、財政が悪くなると自分の意

志というのは全く無くなるのだなということもこの新

聞で見たわけでございます。そういうことになります

と財政悪化というものは、絶対禁物な状態であるとい

うふうに考えるわけでございます。その慢性化する悪

い状態が永くすると人間慢性化してくると、どんな状

態でもあると思いますけれども、そういう気持ちを引

き締めて、またこの財政基盤強化に向けての最大の努

力をしてもらうということが至上命令だと思います。

本当に大変厳しい状態がこれから待ち受けているとい

うことがひしひしと分かるわけでございますけれども、

その意気込み何回もしつこいようですけれども意気込

みというものも再度お尋ねしたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：私も何回も答弁するよ

うでございますけれども、財政基盤強化に向かって積

極的に強力に推進をしてまいりたい覚悟でおりますの

で、その点ご理解賜りたいというふうに思います。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木正光君）：山須田君。 

○議員（山須田清一君・登壇）：１１月の末なのです

けれども、この合併に対しての意見交換ということで

豊富に行ってきたのです我々議員、その豊富町さんは

１７年度の決算認定での出来事が新聞に載っていたの

ですけれども、その時に町長のいわくは財政調整基金

等の合計残高が５億円を超えたと１７年度末で、あそ

こは猿払と違いまして、ＪＲの代替基金何か無いとこ

ろです。今年も基金に対しての積立が出来ると、だか

らこれから２・３年は自立した行政運営が出来るのだ

というような事が新聞にも載っていたのです。２年程

前に北部３市町村で合併協議会というところでちょっ

と見たようなしっかりした数字は良く分かりませんけ

れども、そんなに無かったのではないかなというよう

な単的な考えを持った訳でございますけれども、自立

という言葉がそこでもって発言出来た。発信できた。

住民は非常にその言葉その新聞紙上を見て安心感みた

いものを持ったのかなと、これからの事ですから自立

することが良いことか悪いことか分かりませんけれど

も、村長も常々当分の間は自立という言葉も意思表示

もしておりますけれども、このような事を言うのであ

れば、住民に対してその安心の出来るような表現、数

字があれば一番我々が数字が分かりやすい話になるの

ですけれども、そういうその内容での方向性というも

のを示しながらということが一つ欲しいのですよ我々。

その辺に対してお尋ねしたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：質問の趣旨からずれて

答弁にも苦労するところでございますけれども、合併

問題については私は当面自立でいって広域連携という

ものも考えていきたいという事を言った事はこれは確
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かでございまして、今私共といたしましては確かに先

程言われたように来年度の税収等自主財源等について

は厳しいということはこれは言えると思います。しか

し、それに見合った行財政運営をしていかなければな

らないことは、これは事実でございます。私達といた

しましては、当初から財政調整積立金を取り崩すと、

減債基金を取り崩したという考え方無しにして、出来

るだけ事業等を抑制をしながら財調を増やしていく、

減債基金を増やしていくというような方向で行財政運

営をしていかなければならない。これが当面の責務で

あろうというふうに考えている次第でございますので、

そのような考え方に立って、次年度も行財政運営に努

めてまいりたいというふうに考えているところでござ

いますので、よろしくお願い申し上げたいと存じます。 

○議長（佐々木正光君）：山須田君。 

○議員（山須田清一君・登壇）：反れ道があったとい

うのであれば軌道修正もしたい。私は合併が良い・悪

いの判断でなく、その財政的に言うその住民が安心出

来るような発言であって欲しいと、そういうことを望

んでの質問でございます。軌道修正をしながら次に移

りますけれども、この行財政改革推進委員会というの

は、平成１７年度の村長の執行方針の主要政策の一つ

であると思ってます。そして５月の臨時会でこの組織

が設置されたわけでございます。紐解いて見ますと、

設置目的としては本村における行財政運営を見直し、

改善を図り、新たな行政課題への的確な対応と社会情

勢の変化に対応した簡素で効率的な行財政運営を確保

し、もって村民サービスの向上と村民福祉の増進を推

進する。そのために設置する。最高の目的を持って課

題推進のために設置されたのだなということが理解す

るわけでございますが、先程も申し上げましたが、設

置後２年弱来年の５月で丸２年になるわけでございま

すけど、その機能は十分果たしているのかということ

に対しても何回も申しますけど疑問を抱く面が多々あ

ります。今までに村はまちづくり委員会を筆頭に、先

程も村長も行政報告の中でありましたけれども、まち

づくり委員会、数多くの委員会が設置されております。

その時も私は指摘をさせてもらってます。今作ろうと

するものは村主導の委員会かそれとも委員会主導で持

って進むのか。そのような質問をしております。当然

委員会主導だという答弁をもらっております。そう思

えない活動のようにも思えますが、当初の目的推進の

役割というものはこの行財政改革推進委員会というも

のは十分果たしているか。現在までの推移の中で目的

課題は提起しているのはどっちなのだと、そのことに

ついてお尋ねをしたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：１番・２番については

一括したという形でよろしいのですね。 

 それでは行財政改革推進委員会の関係でございます。

これらにつきましては、十分私は機能を果たしている

というふうに考えているところでございます。現在は

８回の委員会をしていただいておりますし、今年度中

にもう一度開催を予定しているところでございます。

様々な案件問題を協議していただいているところでご

ざいます。また、村民で構成されております今の言わ

れている事につきましては村民が主権で考えなければ

ならないというふうに思っているところでございまし

て、村民主権の機能を十分発揮していただければなら

ないというふうに私は考えているところでございます。

条例におきましては、単なる諮問機関という形にはな

ってはおりますけれども、決してそういう形で無くし

て、私は自主的にこの村民委員会が活動できるような

形の方策を考えていただければならないというふうに

も考えているところでございますし、また村民委員会

自体も各関係公共施設等を回って見て歩いて、自主的

に回って歩いて不要・不急なものについては村に行政

に進言するというような考え方は持っておりますので、

これらによって新たな村民委員会の創意工夫に基づい

た新たな発想が出てくるものだろうというふうにも考

えておりますし、私もそういう形で単なる諮問するだ

けでなくして、そのような問題等につきまして自ら村

民主権・地域主権という形の中でこの機能を村民委員

会の機能を果たしていただければ大変有難いというふ

うに感じているところでござます。 

 いずれにいたしましても、これからまだまだこうい

う問題については行財政村民の委員会の方達続けてい

ただければならないというふうにも考えておりますの

で、そういうような状況の中で行政とその委員会と十

分な内容を考えた形の中で協働した形の中で行財政運
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営をやっていくということを考えているところでござ

いまして、単なる委員さん達はそのような単なる諮問

機関では無いということもまた認識しているような状

況でもございますし、自分達でも行財政にいくらかで

も改革に貢献をするというような気持ちがいっぱい持

っているようでございますので、そういう意味におき

ましてこれからも活動を促進させていっていただきた

い。また、私達としてもそれらに対して十分支援をし

ていきながら活動を活発化させていきたいものだなと

このように考えている次第でございますので、その点

よろしくお願いを申し上げたいというふうに存じます。 

○議長（佐々木正光君）：山須田君。 

○議員（山須田清一君・登壇）：私はこのような形に

捕らわれたそして時間をかけた行政運営というのは必

要とする意図が全く分からないわけでございます。以

前にも指摘しておりますが、他人事みたいな話しにな

りますけれども、議会は何をすればいいのだとイエス

かノーかの最終決定機関なのだからそれでいいのだと、

そのように私は理解をしておりますけれども、議会の

役割・存在をどのように考えているのだということに

対して不信を抱くわけでございます。先程も村長の方

からありました諮問委員会でない、推進委員会なのだ

と、何か今までの２年弱の経過を見ますと諮問委員会

でないのかなと、問題提供村側から来て良いですか悪

いですか、最近もあったのではないかなと思うのです

けれども、上下水道の利用料の値上げだとか何とかと

いうものをこうなのだと、その推進委員会が健全財政

にするためにはここなのだと言って持ち上げた話は何

もないのか。そういうふうにしか見えないのです、住

民には。命を懸けて作ったものだと思うのです。それ

だけ僕も必要だということは認めますこの推進委員会。

これからの行財政運営というのはこうでなければなら

ないのだということは良く分かります。今までの推移

から言ってそういう流れになってないとこれが率直な

感想なのです。今は我々も段々年いってきてせっかち

な部分というのもあるのですよやっぱり、そしてほど

ほど形というものも要求するという一面もあるのです。

住民もそれ相当に見ているのです。どういうふうにな

るのだ、何をしているのだ、どうなるのだということ

には興味津々見ているのです。野次馬根性ばっかりで

ないのです。命を懸けて作った委員会、大きく言えば

猿払村の命運が掛かっているのですこの推進委員会に、

そのぐらいの気持ちを持ってもらわなければならない。

２年近くもなるので、推進委員会からこれなのだと、

これから手を付けなければならないのはこれなのだと

いうものを一つでも二つでも示して欲しいというのが

僕の考えなのです。そのことに対してこれから長い間

のその委員会活動をしていかなければならないと思い

ます。そのことに対して今度は住民にも理解出来る委

員会活動にするのだという村長がそういうためにも自

信を持っているのであればその自信の程再度お尋ねし

たい。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：ただいまのご質問にお

答えしたいと思います。 

 最近出来た村民委員会でございますので、行政サイ

ドとしての情報提供というものが不足していたという

部分があったというふうに私は反省はしております。

行政サイドの情報を無くして村民達は動くことは出来

ないというふうに考えます。そういう面では今後にお

きましても、情報提供を十分した形の中で村民委員会

に何をしてもらうかと自主的に考えていただきたいと

いうふうな方向性を持った形の中で私はやっていただ

きたいと、このように思っているところでございます。

これからもおそらくこの村民委員会とまた他の村民が

構成する委員会等もございます。これらに対しても十

分な行政サイドの情報提供を発信しながら考えていた

だければならない問題もたくさんあろうかというふう

に思いますので、それらをピックアップした形の中で

村民の皆さんに十分な議論を尽くしていただきたいと

このように思っている次第でございます。 

 それとまた議会との問題でございますけれども、私

達は議会とで当然歯車を噛み合わせなければならない

ということはこれはもちろんの事でございます。私達

といたしましてもその問題点を洗い出ししながら議員

の全体協議会でもよろしいでございますし、よろしい

というのは大変失礼な言い方かも分かりませんけれど

も、また特別委員会なり常任委員会なりでこれらの問

題を提起しながら検討していただく機会も十分考えて

いるところでございますので、その点につきましても
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ご理解を賜りたいなとこのように思っている次第でご

ざいます。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐々木正光君）：山須田君。 

○議員（山須田清一君・登壇）：私は行財政改革とい

うことは新しい仕事をする事より何よりも先に進めな

ければならない。そのぐらい重要であるのだと何回も

同じ話をするのですけれども、そう思っております。

その事に対しては十分私も理解しております。理事者

側も同様の考えを持っているのだろうと思います。し

かし、中身というものを非常に大事なのだということ

を認識してもらわなければならない。何回もいいます

けど来年の５月で持って１７年の５月の臨時会で設置

されたという委員会だと認識はしているのですけれど

も、来年の年を明けて５月になると２年を迎える。全

ての面での削減というものは一通り終わった。次には

利用料・使用料の引き上げだと、これだけで２年の経

過というのは非常に時間の掛けすぎだし、効率の悪い

委員会であるのかなというわけでございます。そうで

あれば改革に対してその優先順位というものも付けて

議論もしてもらわなければならない。委員会としての

先程も言っておりますけれども具体案が出ても良い時

期でないのかなと、強く思うわけでございます。その

ことに対しては大変期待もしていたのですこれを出来

た近辺は。だけど現状に関してはそういう面では不満

を持っております。優先順位を付けての進め方、これ

も非常に大事なのですけれども、その他にまた別な視

点というのがあるのですけれども、もしか猿払村が合

併してたらこの部分は、あの部分は切られていたと切

られるのかなと、これにはってクエスチョンマークの

付く部分というのは多分にあるのかなと思います。そ

ういう視点での判断というものもしてもらわなければ

ならない。削減と利用料・使用料の値上げだけでもっ

て２年は非常に時間掛けすぎです。合併をしていれば

先程も言いましたけれども、見直しの部分というのは

沢山あります。極論にはなりますけれども、こういう

ような改革というものが目に見えないのであれば、合

併した方が改革が進むのではないのか。一部そういう

ふうに皮肉る人もいるのです。そういうふうに言われ

ないためにも、石にかじりついても成果を上げるのだ

ということは、村長は当然持ってます。偶然この１２

月定例会も１０日程でもって年も変わるのです。その

年度はもう少しありますけれども、新年度に向けた新

たな改革の気持ち、再度聞きたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：再度答弁させていただ

きます。 

 当然議員のおっしゃるとおりというふうに私は考え

ております。優先順位の付けての大改革が必要である

ということにつきましては、私は十分承知していると

ころでございまして、事業につきましては、村が定め

ている総合計画に基づいた形の中で事業を進めていか

なければならないところではございますけれども、こ

れも元にした事務事業評価というものもやっている訳

でございまして、これは本年度やる事業につきまして

も次年度回しということも考えていかなければならな

い問題であろうというふうにも考えておりますし、ま

た、事務事業評価をやった後で村民委員会の中にこれ

でいいのかどうなのかという判断というものを必要に

なってくるだろうというふうにも考えているところで

ございます。これらにつきまして、十分これからそう

いうような優先順位というのは私は財政基盤を確立さ

せるということが大きな目的であるというふうには思

っております。事務事業やる上においてその評価とい

うものも職員でやっているところでございますけれど

も、それらを村民委員会等に出してこれでいいかどう

かということの判断も僕は必要であるというふうにも

考えておりますので、そのような事をこれからの次年

度の財政運営に向けて取り組んでまいりたいなと、こ

のような考え方でおりますので、その辺につきまして

ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げたいと存

じます。 

○議長（佐々木正光君）：山須田君。 

○議員（山須田清一君・登壇）：先程もう１０日もし

たら年も変わるという話もしたのですけれども、もう

３ヶ月したら年度も替わるのです。改革だ改革だと言

っているうちにまた新年度の予算編成のその時期にも

くる。大変先程も言いましたけど厳しい状態が予想さ

れます。来年度の予算に関しては原点に帰って身の丈

を越えた財政運営という事に対しては厳しく戒めて先
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程言いましたけど簡素で効率的な行政体制づくりに心

掛ける必要が大事であろうと思います。それが住民に

対しての最大の責務だと、今与えられているのはこれ

なのだというふうに考えて欲しい。改革という船が前

に進むこと無く漂流すると、そのような改革ではあっ

て欲しくない。強く強く思うわけでございます。それ

に対して答弁があればもらいますけれども、答弁がな

ければ前に進みます。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今の答弁があればとい

うことでございますけれども、今言われた事肝に銘じ

ながら、これから予算編成作業に入っていくわけでご

ざいますので、予算編成段階で前年度の決算も貴重な

資料として位置付けしながら予算編成をしてまいりた

いとこのような考え方でおりますので、ご理解賜りた

いというふうに存じます。 

○議長（佐々木正光君）：山須田君。 

○議員（山須田清一君・登壇）：それでは次に２点目

の交通道徳ということについて質問したいと思います。 

 今年度の社会的な大問題の一つに酒気帯び運転に基

づく死亡事故というような許し難い事故と言いますか、

事件が相次いでおります。数え切れない事件の中でも

代表されるのが今年８月の九州の福岡で起きた子供３

人の死亡事故、全く言葉の出ないただただ唖然とする

事故であり、そしてまた怒りを抱く訳でございます。

酒気帯びでの事故というものは言うまでもなく大きな

事故に繋がる要素というのは多分に秘めているのです。

また、自己判断の甘さ、甘えからくるものだというふ

うに思います。運転手としても人間としても大失格な

問題だというふうに考えているわけでございます。そ

してまたこれだけ騒がれても未だに絶えることがない

という呆れた状態が毎日のようにテレビ・新聞で報道

される。モラルに欠けた人間がその横行しているので

すこの世の中。当猿払村ではそのような事故・事件は

ありません。その事については今現在では安堵はして

いるわけでございますけれども、油断は禁物です。そ

のような気持ちです。 

 そこでお尋ねいたします。 

 当村で飲酒運転に対して、当村というのは解りやす

くいうと職員に対して、酒気帯び運転したらこうなる、

罰則規定があるかないのかなと。単的に考えたわけで

ございますけれども、そのことについてお尋ねしたい

と思います。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えしたいと思いま

す。 

 酒気帯び運転の関係につきましては、本当に社会的

大きな問題であって痛ましい少子化時代にあって子供

達がそのような事によって亡くなっていくということ

につきましては、本当に哀しい出来事だろうというふ

うに感じているところで、本当に社会的大問題であろ

うというふうにも考えているところでございます。職

員に対する罰則規定があるのか、ないのかということ

でございますけれども、これにつきましては、職員に

対してはあります。これは決めてございます。これは

点数制によって、一定の点数に至ったら地方公務員法

に基づく懲戒処分というような形の形式を取っている

ところでございます。ただ、私は職員はそのような形

で以前からやっているような状況ではございますけれ

ども、一般村民の方々これらにつきましても、大変な

問題であろうというふうに思います。先般稚内警察署

長と懇談する機会もございました。稚内警察署の協議

会というものもございます。このような中での一つの

発案事項といたしまして交通安全条例というものも作

りたいというふうに考えております。これは条例を作

りますと村民に縛りが掛かります。生活安全条例とい

うものも策定もしてまいりたいというふうにも考えて

いるところでございます。この二つにつきましては、

あまり遅くなっては困ります。いつ・何があるか分か

りません。この２本の条例等につきましては、他にも

条例は３月に掛かる条例はあろうかと思いますけれど

も、この２本の条例につきましては、３月定例村議会

に向けて制定していく考えでおります。それによって

村民への周知を図り、条例には当然地方自治法に基づ

く罰則規定と、行政罰というものも盛り込んでまいり

たいとこのように考えているところでございますので、

その点につきましてよろしくご理解賜りたいと存じま

す。 

○議長（佐々木正光君）：山須田君。 
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○議員（山須田清一君・登壇）：私は正直言って無い

と思っていたのですが、今色んな角度でもって進もう

とする前向きな姿勢というものは評価もしたい。この

飲酒運転くどいぐらい言いますけれども事の重大さと

いうものは、安易に見逃しておいていいのかというふ

うに考えるわけでございます。あることに対しては非

常に良かったなというような気持ちでございます。こ

の飲酒運転というのは絶対根絶をしていかなければな

らないというふうに考えるわけでございます。もし間

違って事故に遭遇したという事を考えると、被害者ば

っかりでなく加害者も一生その重荷を背負って生きて

いかなければならないということがはっきりしており

ます。村職員に対してそういう罰則規定があるのであ

れば何かの広報誌に乗せて、それがあらゆる村にある

各種団体と言いますか、そういうものの波及効果とい

うことも狙って、村全体で持ってそういうその問題に

取り組むのだという姿勢に持っていってもらわなけれ

ばならないというふうに考えるわけでございます。先

日のテレビでも飲酒運転というのは凶悪犯罪と同じな

んだというような言い方もしております。また新聞に

よりますとちょっと前５日程の前の新聞なのですけれ

ども、１月から１１月までの飲酒運転の逮捕者という

のは増えているのです。そしてまた悪質なドライバー

というのも減ってはいないということは増えていると

いうことです。中でも２０代・３０代これからの将来

のある人がその逮捕者の半数を占める。良い・悪いの

判断を出来るまた６０代になっても人口も増えている

というような状態のようです。飲酒運転をしての事故

の確率、そんな確率まで言って欲しくないのですけれ

ども、６０％超える。本当に今職員はと言ったのです

けれども、職員ばっかりでなく、村こぞってこういう

問題に取り組むのだという姿勢ばっかりでなく、そう

いう段階に持っていって欲しいと思います。答弁をも

らってますので、これはいいです。 

 よろしくお願いしたいと思います。 

 次に教育問題ということについてお尋ねをしたい。 

 今年に入りましてここ数ヶ月前よりテレビ・新聞と

いうものでもって取り上げられている問題の中でいじ

めが原因でもって自殺している。それも相次ぐ、子を

持つ親御さんはもちろんの事、我々子育てを終えた年

代の人間でも大変驚いているわけでございます。前途

ある人間の一生、自分の命に終止符を打って訴えた。

それだけ子供は悩みそしてまた苦しみ、そして最後は

自分の命をもってみんなに訴えなければならない。本

当にやるせない気持ちでいっぱいです。いじめにあい

自殺までの間、友達にも言えない、先生にも相談して

も十分取り組んで貰えない。その末の結末だったのだ

ろうと思います。その間周りがそして学校が何をして

いたのだと、一番先に考えるわけでございます。私は

当猿払村は無縁の事と思っております。確認のための

お尋ねです。猿払村での小中学校でのいじめの存在と

いうものをまず先にお尋ねするわけでございますが、

この問題は小さなうちに見つけ手立てをする事が大事

な事なのだろうと思います。自殺する事に対しての命

の尊さ、命の大事さ、このことに対しての指導の在り

方というものに対しては当然教育員会は学校側にして

いるのだろうと思いますけれども、この問題と合わせ

てお尋ねをしたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それでは山須田議員

さんからのご質問に対しましてご答弁申し上げます。 

今山須田議員さんからもお話ございましたけれども、

いじめにより児童生徒が自らその命を断つという痛ま

しい事件が全国で相次いで発生しているということは、

本当は極めて遺憾なことでありまして、子供達が自ら

の命を断つということは理由はどうであれ、理由の如

何を問わずあってはならない事だと深刻に受け止めて

おりまして、またいじめの未然防止や早期解決、早期

対応のための取り組みの充実が求められるというふう

に痛感しておりまして、この件につきましては議員さ

んと同様の気持ちでございます。 

ご質問にあります村内でいじめがあるのかないのか

というお答えをする前に、いじめ問題に関しての事と

しまして、まず把握しておくことはいじめは決して許

されない事であり、またどの学校でもどの子にも起こ

りうる問題であるということを学校は元より家庭にお

いても地域においても、また当然ながら私共教育委員

会においてもそれこそみんなが十分認識しておく必要

が大事でございます。このどの学校でもどの子にも起

こりうるのだよという認識を持つことが議員がご心配
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されておりますいじめの早期発見、早期対応に繋がる

という事をしっかりと抑えておかなければならないと

いうことで、まず私の方で肝に銘じたいということで

今先に申し上げた次第でございます。 

そこでご質問の村内でいじめがあるのかないのかと

問われますとあるというのが答えでございまして、そ

れでは今その学校の状況どうなのかと言いますと、今

その学校では各学校では学校現場での適切な対応等に

より今落ちつきを取り戻しております。また、子供達

に対しての指導の在り方というご質問でございますけ

れども、いじめ問題に対する教育委員会の対応としま

しては、文部科学省や道教委から示された事柄を各学

校に通知すると共に年に１度の児童生徒に関する調査

によってその発生件数の把握や指導状況について確認

しております。しかしながら、いじめにより児童生徒

が自らその命を断つという痛ましい事件が相次いでい

る中で、猿払村教育委員会としてもただ単に文科省あ

るいは道教委から来た通知を出していいのかというこ

とに止まることなく、いじめ問題に対する教育委員会

としての体制をチェックしたところでございます。そ

ういった中ではそうした対応だけでは不十分であるの

だというふうに痛感しましたことから、猿払村教育委

員会としまして新たにいじめ問題に対する独自の方針

を制定し各学校長にも説明協議した上で、これを学校

に通知をしたところでございます。この方針におきま

しては如何なる理由があってもいじめという行為は許

されないということを基本としまして、議員がお話し

た部分ございますけれども、豊かな心や命を大切にす

る教育の充実からいじめを許さない学校づくりに取り

組むとしております。また他方ではいじめは何回もい

いますけれども、どの学校でもどの子にも起こりうる

問題であるということを認識しまして、いじめの早期

発見、対応のために児童生徒の発するサインを見逃す

ことの無いよう努力していくということも重要な問題

として捉えております。さらにはいじめの基本的認識

を共通するものとして、いじめとした判断を明確にし

た上で当事者に対する指導集中的に行い、いじめは絶

対に許されない事なのだということを広く理解をさせ

る事としております。こうした対応に当たっては学校

と教育委員会が常に情報を共有することが大切であり

ますし、また当然に個人情報を含めました取扱いも十

分配慮しながら世間で言う所の決して事実を隠ぺいす

る事無いようにしなければならないと考えております。

保護者との共通理解はもちろんの事、地域の皆さんと

の連携も必要と考えておりますのでよろしくご理解を

お願いし、答弁をさせていただきます。 

以上でございます。 

○議長（佐々木正光君）：山須田君。 

○議員（山須田清一君・登壇）：非常に残念な答えな

のですけどあるのだと、私は無いというふうに言って

欲しかったなと、そういう猿払村であって欲しかった

なという気持ちも持っているわけでございます。有無

の確認ということにも色んな方法があるのだろうと、

みんなの前で言えないけど私はいじめられているのだ

と、俺はいじめているのだというような事もあるのだ

ろう。先日の新聞なのですけれども留萌管内の見てい

る人もいるかも分かりませんけれども、羽幌町新聞見

ると全校生徒１７６人という、いじめに関する教育相

談の面談の中で無記名でアンケートを取ったというこ

とが報じられておりました。単純な今質問の設定なの

ですけれども、いじめている、私はいじめられている、

私はいじめている。そういうような質問であったと思

うのですけれども、この全校生徒も大体１割ぐらいが

あるようなのです。この羽幌中学校もそういういじめ

の対処としていじめられている側に立って、全教職員

で守るという認識の元に生徒指導に当たるということ

を再度学校全体でもって認識したと、これが議会の一

般質問の中で教育長が答弁をしたという事が新聞記事

であったわけでございます。新聞以外に私は情報が無

いので新聞を見ると各地・各学校あらゆる角度で真剣

に対応しているのが現状かなと思います。大きいとこ

ろになりますと、兵庫県のこの新聞に出ていたのです

けど、消防支署長には関係無いけど兵庫県に小野市と

いうのがあるのです。そこではいじめ担当課というも

のを設置したと、非常に大きな問題と取り上げての対

応だと思うのです。いじめの有無というのもまだ指導

は１回終わって良いのだというばかりでなく、先程も

言いました命の尊さとそれでまた学校側には早期発見、

早期手立てということに対しては鋭意努力をしてもら

わなければならないとこれからも、そういう訳でござ
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います。毎年１２月になると今年の世相を象徴する一

文字漢字というのがそれに今年は「命」という字が決

定されたようです。全国から９万２，５００通ぐらい

の応募があったようです。その９％の９，３６０通が

「命」という事で一番多かったようでございます。今

年は天皇陛下のお孫さんに当たる秋篠宮家に長男悠仁

さんというのですね、誕生された、生まれてくる命で

す。注目が一番集まったようです。それとまた反面暗

い一面ではいじめによる自殺、虐待による死、命を命

と思ってない。人の生命を命と思ってない。また先程

も質問でも触れましたけれども飲酒運転による死亡、

命を落とした事件、ひとつしか無い命の重みに大切さ、

痛感したのがこの命と一字に表れた理由のようです。

生徒へは機会ある事に強く指導もしていると思います。

また学校側にも同じ事も言っているだろうと思います

けれども、具体的に有る・無いの判断というものも答

弁として述べれるのであればこういう形で持って確認

したのだということと合わせて再度お尋ねしたいと思

います。 

○議長（佐々木正光君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：お答えいたします。 

 まず命の関係でございますけれども、本当にこの部

分についてはかけがえのないのは命でございまして、

常日頃から学校我々もそうですけれども、道徳あるい

は総合学習の中で命の事については絶えずお話をして

きちっと理解をしてもらうような取り組みをしており

ます。これからも続けていかなければならないし、ず

っと続けていく必要があるのかなとそういうふうに思

ってます。 

また、いじめの部分の関係でございますけれども、

残念ながらこのあるというのは、さっきも申し上げま

したとおり、いじめというのは議員が心配されるとお

り本当にどの子供にも残念なのだけども、どの子供に

もどの学校でも起こりうるのだということをきちっと

認識しておく必要があるのかなと思います。その上で

議員がお話しておりました対応について速やかにすべ

きだというふうに思ってます。いじめがあるといった

部分では村内１校の中学校でこの問題につきましては

勇気をもって学校だよりにも村内に周知して情報を共

有してもらうということで、そういった事からいじめ

の部分については村内的にはあるというふうになって

ますけれども、そういった部分の学校側としての全体

で山須田議員もお話しておりましたけれども、羽幌町

においても学校全体で守っていくのだというのを大切

だという部分ありまして、今村内での私も中学校の話

しましたけれども、この中学校におきましても学校全

体で守っていくという形で出されていますので、それ

で私が村内にはあると申し上げた次第でございます。

その辺のところよろしくご理解を願いたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（佐々木正光君）：山須田君。 

○議員（山須田清一君・登壇）：これ次２番となって

いるのですけれども３番目先に質問させて欲しい、そ

の後に２番。 

 今答弁もいただいたのですけれども、いじめの芽と

いうのはどこにあるのかなということでもって、先月

なのですけれども、僕札幌に先月に末頃なのですけれ

ども札幌に居たときの出来事なのですけれども、その

時札幌も雪がほどほど積もりまして、表面は水分を含

んで雪玉を作るのに丁度雪玉、雪だるまというのは丁

度良い状態であったのですけど、時間的にして３時頃

の出来事なのですけれども、男の子３人が下校途中だ

ったのです。丁度そこに僕がぶつかりまして、すると

その３人でもって雪玉を作って一人を標的にしてぶつ

けていた。それを離れた状態から近づくまでの間しつ

こいぐらい見ていたのです。そしてそばに来たのであ

んた方何年生だと聞いたら４年生だって、そういうふ

うに人をいじめたりケンカしたらダメだということを

言ったら、おじさん、いじめでもケンカでも無いのだ

と、遊んでいるのだというような子供からの答弁があ

った。当人達は遊び心でもってやっているのだとその

辺分かりますが、見る目にはいじめに近い状態と僕は

判断したというのが３人の中で一番体格が良くなかっ

た。雪が降った割にして服装というのですか賄いが良

くなかった。非常に雪玉が顔でもどこでも当たること

によってというような事を期待しての出来事だったの

かなと思うのです。そういう遊びながらでもいじめと

いう芽があるのだなと、その時は痛感したわけでござ

います。一面考えてみるとスポーツでもあるのかなと、

チームプレイを重視する中でもいじめがあるのだろう
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ということも考えたわけでございます。これがあらゆ

る角度でのいじめの芽というのはあるのだけれど、単

純な学校側でもどこでも目の届かないところでのいじ

めのひとつなのだなということなのです。そういう所

まで目配りをしながら未然に防ぐということも非常に

学校側としても難しい事なのだろうと思います。この

いじめを無くする指導体制のどういう形で持って網羅

していくのだということもこれは検討に値する事なの

だろうと思います。そのことに対して教育長の単純な

見解を一つお聞きしたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それではいじめの芽

はどこにあるのかという部分でご答弁させていただき

ます。 

 いじめの芽はどこからという事なのですけれども、

非常に難しいご質問でありまして、いじめの芽という

のはどの子の心にもあると思いますし、子供だけでな

く大人にもあるのかなとそういうふうに思っておりま

す。児童生徒間のいじめの問題というのは本当に極め

て深刻な社会問題、敢えて社会問題と言いますけれど

も、その原因や背景としましてこれまでの核家族化・

少子家族化といった家庭環境の変化や人口の都市集中

化、あるいは受験戦争の激化など、様々な要因が指摘

されてきましたけれども、議員がお話しておりますと

おり、いじめにはいじめられる子供がその心に深い傷

を受けているのにいじめる子供はその事に気が付かな

いでむしろいじめを楽しむ傾向すら見られ、そういっ

たいじめの根底には他人に対する思いやりや労るとい

った人権意識の未熟さがあるのではないかなとそうい

うふうに言われております。実は私は日頃いじめの問

題でいじめＱ＆Ａということで子供の人権を守ると実

はこれ平成６年のものなのですけれども、今の時代に

も全く変わらずマッチすると、マッチしない部分は更

に陰湿な部分では携帯やメールを使って個別のあれが

出てきていると、これが平成６年の時の無かった部分

でございます。ちょっと横に反りましたけれども、人

権意識の未熟さというのはあるのかなと思ってます。 

今議員の方から雪の話が出ましたけども、最近テレ

ビなんかでは意見が違うだけで大勢のタレントなので

すけれども一人を攻撃する場面もありますし、またお

笑いを題材とする番組では暴力的な表現が日常的にな

っておりまして、大人の人達に取ってはそういった番

組の内容をこういうものだと理解しているから良いと

思うのですけれども、子供からすれば何も分からなく

て表面の行為だけ見ていると、そういうふうに思いま

すので、そういうふうになったらただ自分の意見が正

しいから相手を攻撃したり、面白いからっていう理由

で暴力振るったりすることがもしかするとあるかもし

れません。そういった事で家庭においても何気ない両

親の会話や行動から子供達いじめの芽が生まれている

のかもしれないなとそういうふうに考えております。 

いじめについてなのですけれども、定義といってあ

えて言うのはおこがましいのですけど、一般的には自

分より弱いものに対して一方的に、身体的・心理的な

攻撃を継続的に加える。相手が深刻な苦痛を感じてい

るものとされておりますけれども、要するにいじめか

どうか判断するのはいじめられた側の立場に立って行

うこと、これが何よりも重要だということです。先程

雪玉がありましたけどいじめとかあると関係ないのだ

よと言いますけど、実際その子が本当にいじめられて

苦しいのだというふうになれば何もどうあれそれはい

じめだというふうに判断してよろしいかと思います。

知らず知らずのうちに自分より力や立場の弱い者をい

じめている事もありますし、こうした事への対応とし

まして今一度学校のみならず家庭・地域との連携の中

でいじめ根絶の取り組みが必要であると申し上げまし

て、答弁とさせていただきたいと思います。 

よろしくご理解願いたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：山須田君。 

○議員（山須田清一君・登壇）：このいじめという問

題も現代では学力の向上という問題とあわせてまだそ

れ以上に重要な問題であるのだということも最後は人

の命まで結びついていくのだということを認識してい

ただいて対処して欲しいと思います。 

 次にこのいじめに基づく自殺、この死ぬ人はいじめ

に基づいていじめられて自分の行き場所がなくて死ん

でいったのだろうと、その因果関係というのは最近の

テレビ・新聞を見ると非常に教育現場というのが否定

をすると、ずっと否定をし続けるとそして最後には実

はと、非常にテレビの前に座って見てる人間としては
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非常にやるせないのですあの状態というのは、学校

側・教育委員会の対応が非常に悪いのが放映されるわ

けでございます。僕はその対応は学校側の対応のまず

さというのは学校には絶対にあるとあれは、テレビを

見る限りですから、いうふうに考えるわけです。大変

あの場面を見ると腹立たしい、自殺者を出した遺族に

対して、ただただ同情して見ているわけでございます。

その遺族側の言い分も責任を取れとか何とかと言う人

もいるのですけれども、事実関係をはっきりしてもら

って二度とこのような事故が起きないためにも真実を

教えて欲しい。本当当たり前のこと言っているのです。

そういうことを言っても学校側の対応というのがぱっ

としないという学校に子供を預けた親としては本当に

やるせない気持ちでいっぱいでないかなと思うのです。

身近にある例としては、滝川の自殺の事故、学校側・

教育委員会の対応が非常に悪い。１年後になってから

実はそういうような形でもって表れた。本当にしっか

りしてくれよと、これが率直な感想です。いじめを認

めるという事が学校側・教育委員会そして当事者の責

任になることが非常に嫌がっているのだなと、そうし

か思えないのです。今、自殺があったらこういうふう

に対応しなさいよと、そういう指導というものは総論

かなと思います。このことに対して学校はその対して

の指導は勿論いじめは無くするということが最大の課

題です。第一目標です。言うことは言うまでもないの

ですけれども、一連の教育長は役場へ来て見ている時

間も少ないかも分かりませんけど、この一連の自殺に

基づく学校側・教育委員会の否定する態度というもの

に対して教育長はどのような感想を持って見ていたか

なと、その辺をお尋ねしたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それではお答えいた

します。 

 本村におきましては、幸いにいじめにより子供達は

自らの命を断つという痛ましい事件は発生しておりま

せんけれども、先程も言いました理由の如何を問わず

児童生徒が自らの命を断つことはあってはならないこ

となのだと深刻に受け止める中で、私教育行政に携わ

る立場でいじめと自殺の因果関係を教育現場が否定す

る理由は何だということについてご質問に対しまして、

それは他での出来事なのだと言うことで軽々しく推測

的に話すことは出来るだけ避けていただきたいなとそ

ういうふうに考えております。それほど深刻な問題な

のだよというふうに受け止めているところでございま

す。 

 しかしながら、議員お話のとおり新聞・テレビ等の

マスコミと報道されている事としまして、道内外で起

きたいじめによる児童生徒の自殺・事件からはいじめ

の発生から自殺に至るまで教育現場において適切な指

導や対応がされていなかった事を避難されたくない心

情が働き、特に校長などは自分自身の学校経営能力や

管理能力・指導力といった点を批判される事は免れな

い事から、これを避けたいという思いもあったのかな

と思われますけれども、その詳しい事実・状況等が見

えない中では何とも言えないものの結果としましては、

学校側の隠ぺい体質と指摘する声が上がっており、ま

た同時に表面化しにくいいじめ問題の難しさもクロー

ズアップされていることは私も十分に承知しておりま

す。そういった中でのこうしたいじめの問題にありま

して、いじめに教師が加わってたという事例もあるよ

うですけれども、多くの場合は弁解するつもりではご

ざいませんけれども、多くの場合は教育現場としても

過去の事例や経験に基づいてその時点で出来る限りの

対応していると思いますし、まさか自殺にまで至ると

いうことについては考えていなかったと、考えられな

かったのではないのかというのが本音と思われまして、

これは私の個人的感想ですけれども、一連のマスコミ

報道から教育現場として見て見ぬ振りをしていたと、

後は手を拱いていたかのようなイメージが残るという

のは非常に残念な事として受け止めております。 

 また、いじめがあったか、なかったかという判断で

すけれども、先程ご答弁させていただきましたけれど

も、要はいじめられた児童生徒の立場に立って行うこ

とが大事なのだということで、こうした事を日頃から

十分に念頭において、更にはいじめ問題に関しては議

員のご質問のとおり今教育現場・教育委員会も学校現

場もそうですけれども、今教育現場が問われているこ

とを本村においても十分に認識してこれを謙虚に受け

止めて、いじめ防止に向けた対応をしてまいりますの

で、よろしくお願いし答弁とさせていただきます。 
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 よろしくお願いします。 

○議長（佐々木正光君）：山須田君。 

○議員（山須田清一君・登壇）：このことについて自

殺する子供というものは誰にも相談しないでポックリ

自殺したということは、僕は絶対無いと思うのです。

大なり小なり相談の仕方もあろうかと思いますけど、

先生にも言っているのだろうと、また友達にもあるの

だろうと、先生に言ってもなかなか解決策に結びつけ

てくれない。またこれ悪い例なのですけれども、先生

が生徒と一緒になっていじめているそういうその表現

があったと聞きます。この辺の対応のまずさと言うこ

とばっかしがマスコミですから良いことは絶対取り上

げない。そういう事のようですけれども、最近は本当

に教育委員会の不要論、教育委員会というのは無くて

もいいのだと、この辺までの話がきているのです。言

うことを考えると非常に大きな問題だと認識はしても

らわなければならないと、そのぐらい教育現場という

のは揺れ動いているのだなと、大事は小事より起こる。

大きいことは小さい事の積み重ねだとそういうような

ことわざもあります。他人の大事ではないのです。も

しかしたら本当に今現在心を引き締めて子供が安心し

て過ごせる学校・教育現場そうして欲しいというのが

子供を持つ親としての最大の願いでないかというふう

に思います。これだけ数字も出てました、数字は記憶

してないのですけれども、今年１年間で学校・いじめ

によって自殺したのは半端な数字でないのですこれ。

それだけ人間の命も簡単になってきたのかなという考

えもあるのですけれども、そのことに対して本当に教

育委員会・学校側一致団結して、この問題を対処して

欲しいと最後に心意気を聞いて私の質問終わりたいと

思います。 

○議長（佐々木正光君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：お答えいたします。 

 その心意気という事なのですけれども、当然の事で

すけれども、小さい子供達が自らの命を断つというこ

とは本当に深刻の事だと私共受け止めておりますし、

これからもその気持ちを忘れてはならないなと思って

ます。また、学校現場もそうですけれども、教育委員

会もそうですけれども、いじめの部分はいじめを許さ

ない学校づくり、これは学校だけでなく教育委員会も

勿論家庭も地域もみんなでやっていかないと悲惨な事

件が起きてくるとそういうふうに強く認識しておりま

す。議員がお話いただきましたけれども、いじめは人

間として絶対に許されないのだよ、その変わりいじめ

られている児童・生徒については学校が徹底して守り

通すのだというのを常日頃から見せて安心感を与える

と、その裏には学校の現場もそうですけれども、教育

委員会もしっかりと後押しをしてやるとそういうこと

が必要だなと思ってます。 

また、教育委員会におきましても日頃からの学校の

事情を把握、更にこれを努める必要がありますし、学

校や保護者からのいじめの実態があった場合には、学

校への支援と保護者への対応に万全を期すと、とにか

く今私が言いましたとおりこの悲惨な事件が村内から

起きないよう、後は全国的にも少なくなっていくこと

を願って決意ということではないのですけれども、有

難い言葉としてこれを形にしていきたいなと思います

ので、よろしくご理解願いたいと思います。 

以上でございます。 

○議員（山須田清一君）：終わります。 


