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○議長（山須田清一君）：日程第６、これより一般

質問を行います。 

 通告の順に従い発言を許します。 

 ２番、眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは質問通告に

基づきまして２点について質問いたします。 

 まず質問に先立ちまして村長、巽村長新たな就任

本当にまずもってエールを送りたいと思います。厳

しいこういう自治体財政、それと財政環境もそうで

すし全ての環境がかなり厳しい状況に置かれている

中での就任ということについて、これからの村政の

舵取りという部分では極めて困難がつきまとうだろ

うと予測されており、そういうところでございます。

民間出身の村長ということで私の知る限りでは初め

てであります。何日か就任されてから勤務されて色

々未知の世界に入りながら色んな体験なされたこと

でしょう。そういった意味では驚くこともあっただ

ろうし、新鮮な感情を受けたこともあったでしょう。

色んな体験ってまだまだ序の口でございます。これ

から色んな体験がなされるだろうと思いますけれど

も、村民の福祉の向上、このために全身全霊頑張っ

ていただくことをまず期待しながら質問に入りたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

 それでまずもって所信表明を聞かせていただきま

した。 

 まず感覚的に新鮮に感じました。民間の感性を取

り入れた村政運営って、先程も話しましたけれども

色々な未知な世界でしょう恐らく、そういう体験に

あたるのと壁に必ずぶちあたります。やはり職員も

私も一時職員時代がありましたからなかなか受入れ

るという部分については難しい部分があろうかと思

いますけれども、職員の意識改革、これはなくして

村民福祉の向上はなし、私はそのように感じており

ますのでその部分については十分、時には対立もあ

るでしょう。衝突もあるでしょう。それに恐れずや

はり立ち向かって頑張っていただきたいなと、それ

と４年間において公正で明瞭な村政を行ってまいり

ますという所信表明、心強く感じております。しか

し言うは易し、行うは難し。これは案件の大小に係

わらず正義の村政を貫いていただきたい、私はその

ように思います。それをことの小さいことだからと

言って見逃してしまうとそれは大きな火種になって

必ず大きく跳ね返ってくるでしょう。そういうこと

もかなり意識していただきたいなと、正義、正義と

言います。正義の村政ということで正は正しい村政

運営、義、これは村民の意識、村民に思いやりを持

った行政。そういうことに分けて考えられるのでは

ないだろうか。正義の正、義の義ということはこれ

を意識して村政運営の原点としていただきたいなと

期待を込めながら質問に入らせていただきたいと思

います。 

 それでは１番目に村の財政状況についてお伺いい

たします。 

 単純な明快にお答えいただきたいのですけれども、

最近新聞のちょっと報道や何かについてはされてい

るのですけれども、村の財政についてはかなり安定

期にあるとそういうような報道がこの数ヶ月の内に

２、３報道されておりますけれども、この報道につ

いて現状でどう認識されているか。これは村長、簡

単で結構です。現状、村長はどういうふうに認識さ

れてるか、たった一言で結構でございますからお答

えいただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えします。 

 先程、尊敬する先輩議員の眞田議員よりエールを

送られまして大変感激しております。 

 村長になりまして１０日ほど過ぎました。つくづ

く別な世界に入ったなと感じております。私が想定

していた以上にやはり未知の世界であったなと今思

って、戸惑っているというのが現状であります。な

かなか自分の出来ることはもう少し時間がほしいと、

すぐには出来ないなというのが今思っている心境で

あります。これから一生懸命頑張ります。 

 質問にお答えをします。 

 一言でお答え下さいということですけれども、こ

の件に関しては前の決算特別委員会ですか、それで

も前の理事者とも議論しておりますし、その件は眞

田議員も聞いてのとおりでありまして、もう結論か

ら申し上げますと私は今の財政状況がそんな安定し



－2－ 

ているなどとは認識しておりません。非常に厳しい

ものであると認識しております。勿論私がこの村長

選出るにあたりまして、私なりに財政分析しており

ます。例えば今回２０年度の決算におきましても基

金の残高、あえて貯金という言葉を使わせてもらい

ますが貯金が１１．６億円。そして村債、借金とい

う言葉を使わせてもらいますが、借金が８３．５億

円。このうち４８．８億円が交付税で補填されます

ので実際の借金が３４．７億円。この３４．７億円

から貯金が１１．６億円ありますので２３．１億円

の借金があると、この２３．１億円の借金を私が返

していかなければいけない。しかも利益で返すので

はなくて、住民の社会福祉の増進を図りながら返し

ていかなければならない。そういうことを私は出来

るのだろうかと、普通の民間の社長であれば誰も引

き受ける人は居ないだろうと思いました。ですから

多くの私の身近な人間は「そんな馬鹿なマネは止め

なさい」と皆さん反対しました。 

また、客観的にもこの財政指数としては議員の皆

さんよくご存知のように財政力指数・経常収支比率

・実質公債費比率と３つの指数が用いられます。今

年６月の札幌での研修でも私達、赤い本渡されまし

たよね。その中で提示されております。その数字を

もう一度見ていただければお分かりになりますけれ

ども、財政力指数・経常収支比率ともに間違いなく

北海道の中で下から数えた方が早いぐらいの数字で

す。実質公債費比率については次の質問で出てくる

と思いますのでお答えしませんけれども、間違いな

く北海道の中でも悪い方です。一般の皆さんはよく

こういう話しをする。猿払はホタテで景気が良いか

ら財政も良いだろうと、ところが皆さんそういうシ

ステムにはなっていないわけです財政というのは、

地方税が良くなるとその時の年ですね、その分相殺

されると、そういうシステムになっております。で

すからなかなかそう単純でないというところが我々

民間出身の社長にとってはどうも納得出来ない。 

先日も私の財務担当者に相談して、自治体が儲け

るには一体どうしたら良いのだろうか、そういう話

しをしたらやはり産業を興し、人口を増やす、これ

しかないのですよというお話しを聞きました。いず

れにいたしましても財政はいかなる点から考えてま

だまだかなり厳しい状況であると認識しております。

さらなる財政健全化の必要があります。しかし但し

ですね、この数年間、健全化に向けての努力のお陰

で多少ではありますが基金が増え、村債が減ってお

ります。健全化に向けまして明るい兆候がわずかな

がら見ております。それだけ申し添えておきます。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：全く答弁いただいた

とおりでございます。 

 財政状況について楽観出来る状況どころか、かな

り厳しい状況だということはお互いの認識で確認し

合ってこれからの村政運営をしていっていただきた

いなというふうに私はそのように理解しましてこの

ような質問いたしました。 

 従いまして借金の額も少しづつではありながら何

ぼか減ったと、この要因につきましてはその代わり

は基金は減りましたよと、こういう相互関係にある

わけですね。はっきり言って仕事が出来なかったの

です。国の締め付け、そういった部分で仕事が出来

ない財政状況に追い込まれたわけですね、地方財政

というのは、従って借金が総体的に減ったというこ

ういう結果でありまして、その代わり住民サービス

に向ける事務事業が減ったと、言ってみればサービ

スの低下を招いたというのが一般的な流れだろうと

いうふうに私は理解します。これからも決して楽観

出来る状態ではないということでは巽村長も十分認

識されておりますので、今日も傍聴の方たくさん来

ておられますけれども、全ての住民の皆さんの要求

に全て応えられるような財政状況ではないというこ

とはこれはやはり住民の皆さんにも知っていただく

必要があるのです。これはやはりきちんとしなけれ

ば、従って限られた財源の中で何を先に何を今急い

でやらなければいけないのかというこの観点から仕

事をしていかなければならないと、これが原点だろ

うと思います。従って不要とは言いませんけれども、

不急、急がない事業をやっぱり後にする。今何住民

に一番求められているのは何なのだろうか。急ぐ事

業は何なのだろうか。その事業選択が極めて重要な
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時期に来ていると私はそういうふうに認識しており

ます。それで平成２１年の１１月に北海道市町村に

おける財政の健全化判断比率、これは先程言った３

つの部分ございますけれども、２０年度の決算の発

表がされました。猿払村の実態はと言いますと先程、

村長も話したとおり財政状況については下から数え

た方が早いと、北海道で１８０市町村ございますけ

れども、実質公債費比率にいたっては上から１９番

目に位置しているのです。厳しい方から１９番目で

すよ。とうてい他の町村の議員または職員からよく

言われますけれども、猿払村はホタテも良く財政状

況は良いのだろうなとよく言われます。そう思われ

て当たり前なのです。自主財源として村の税収とい

う形では今までの予算編成の時点で１２％ぐらいあ

ったのです。そんな町村他にないのですあまり、そ

のぐらい良いのだけれどもこういう状態になったと、

何か原因あるはずなのです。そこをもうちょっと改

めて確認していただいて、そして予算の編成に当た

っていかなければならないと、それが今言う何もか

も出来る状況にないのだから、今何が求められてい

る、今急ぐのは何なのか、その事業選択が一番重要

だというふうに考えますので来年度の予算編成につ

いてどう反映されようとしているか。これは巽村長

にすぐ答えなさいと言ってもなかなか難しい、すぐ

という部分で難しいとすれば副村長このあたりちょ

っと基本方針を答弁いただければと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：基本方針に関しまして

は今、副村長の方からお答えいたしますが、先程の

実質公債費比率に関しまして、ちょっと私からも答

弁いたします。 

 今、眞田議員より上から１９番目という指摘がご

ざいました。私も非常にショックを受けたのですけ

れども、ただ私がショックを受けましたのはそれよ

りも実質公債費比率の説明を先にいたします。 

平成１８年より地方債制度が許可制度から協議制

度に変わりました。実質公債費比率が１８％未満で

すと地方債を発行する際、国・道と協議するだけで

よろしいわけです。１８％以上ですと国の許可が必

要です。２５％以上になると発行が制限される。だ

から１８％未満でありますと種類を選ばなければ自

由に地方債を発行出来る。１８％以上だと一応国の

許可が必要だと、２５％以上だと制限されるという

そういう状況になっているわけですよね。そうする

と猿払の場合は１８％から２５％の間で一応立て前

上は許可、道からの許可がいるわけですよ。だから

例えば人間に例えますと１８％未満であると健康体

ですよ。２５％以上であると病人という言葉悪いで

すけれども病気の人。１８％から２５％これは予備

軍なのです。私の体と眞田さんの体と同じように予

備軍なのです猿払村というのは、だから下から１９

番目ということは病人に近い予備軍であったという

こともこれはまたものすごいショックだったのです

けれども、ただ私がもっとショックだったのは健康

体の人、健康体の人が１８０人の中に１２０人いる

ということなのですよ。北海道の中で殆どの人が健

康体だということです。こちらの方が私はやっぱり

逆に衝撃を受けた。だから殆どの人が健康なんだか

ら、やっぱり猿払村も健康体に近づかなければなら

ない。それでなければこれから安心・安全のために

やることも出来ないのではないだろうか。もう色ん

な施設を作って建て替えの時期に今きているわけで

すよ。そういうこともするためにももう少し辛抱し

てそれからでないと安心・安全の施設が出来ないの

ではないだろうかと今はそういう思いであります。 

予算に関しては今、副村長の方から答弁あります。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：それでは眞田議員

からのご質問にお答え申し上げたいと思います。 

 予算編成につきましては、猿払村予算編成及び執

行に関する規則第５条第１項の規定によりまして予

算編成方針を出しているわけでございますけれども、

この内容について申し上げます。 

 村長は毎年度あらかじめ行政の重点施策、その他

予算編成に関する基本的な方針、これを予算編成方

針と言いますけれども、これを定め、財政担当課長、

総務課長に指示するものとする。これが村の方の予

算編成に係わる規則でございます。 

それでこの予算編成方針の基本方針について申し

上げます。 
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まず大きな項目といたしましては、歳入に見合っ

た将来に渡り持続可能な健全財政の構築、これを目

標とするということが大前提でございます。項目に

つきましては公債費負担適正化計画、先程もありま

したけれども、に基づく地方債の新規発行の抑制、

それとこれから平成２２年度に第２次の行財政健全

化計画が始まりますけれども、その実施計画に基づ

いてスリムで効率的なメリハリのある行政運営とこ

れが２点目でございます。３点目は剰余金を生み出

すと、このような努力、それと創意工夫、これが大

きな目標でございます。 

また、先程も出ておりましたけれど眞田議員から

指摘がありましたけれども、留意事項でございます

けれども、この事務事業の評価委員というのをやっ

ておりますけれども、この個別事業については的確

な判断と言いますか、優先順位を付けた中で実施し

ていく。それと議会の方からの定例会、常任委員会、

特別委員会、そして決算委員会からの指摘事項も必

ず網羅すると、さらには村民からのまちづくり懇談

会、職員から出ております地域担当出前行政、それ

と自治会長会議からの要望事項も網羅する。さらに

は行財政改革推進本部で決定された事項ということ

で、こういうような部分を取り残さないような形で

それも予算編成の中で当然、各課から上げてくる、

それを最終的には理事者含めた中での予算審議とい

うことになります。ただ編成方針なのですけれども、

実は巽村長が１２月３日に就任しておりますので形

としては旧の形と言いますか、我々事務方の方で作

った形の中で３日の就任時にこういう予算編成方針

で発行したいということで了解を得た中での発行を

いたしました。 

以上であります。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：概ね理解いたしまし

た。 

 一番原点は歳入に見合った歳出減。これはやはり

国の今政権交代でもかなり予算規模に、それと国債

の発行額をどの程度に抑えるか、村で言えば地方債

をどの程度抑えるのか、そういうことになろうかと

思います。そういう部分で十分、新村長と協議をし

ながら行財政の運営をしていっていただきたいと希

望しておきます。 

それでですね。財政改革の集中プランも今年で終

わりますね。やっぱり健全化計画というような部分

では新年度以降は新たにこれ樹立してしなければな

らない。そういう状況に今なろうかと思いますけれ

ども、この作業具体的に質問はしませんけれども、

やはり先程も何回も言うように予算があろうがなか

ろうがやらなければならないものはやらなければな

りません。なければ出来ないですけれども、最低限

度の予算でも福祉・医療、そういったものはやっぱ

り削れないのですよもうこれは、そういうものはや

っぱり優先的に配置していくというような部分で、

そういったことを主眼におきながらこれは私の希望

ですけれども、そういうものの充実を図りながらや

っていくということもなかなか事業選択というのは

大変でしょう。そういった部分についてお伺いしま

すけれども、現在職員のレベルで事務事業の評価と

いう作業を行われてこれ予算編成に反映させている

というふうに承知しておりますけれども、こういう

方法で十分かどうか。これは副村長にちょっとお伺

い。自分今までやってきた経過の中でこういう作業

で十分なのかどうかということをちょっと副村長に

お伺いして、合わせて総務課長の方も何かそういう

部分で意見だとか感想があったら述べていただきた

いと思います。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：それではお答えを

申し上げます。 

 事務事業評価の関係につきましては、ちょっと方

向を変えまして第１次評価という部分については係

長補佐、そして中心になっているのが総務課長とい

うことでちょっと仕組みを変えました。さらに第２

次は課長クラスへの評価。第３次が村長の評価。こ

れは政策的な部分での評価ということになりますけ

れども、そういう中で現在仕組みを若干変えた中で

の意見吸い上げ、そして優先順位という部分ではそ

ういう形で進めておりますので、ただ新しい村長の

考え方もございますので、この仕組み、機構が良い

のかどうかというのはちょっと今判断出来ませんけ
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れども、吸い上げた形の中で実施したいというふう

に思っております。 

○議長（山須田清一君）：松谷総務課長。 

○総務課長（松谷 厚君・登壇）：眞田議員にお答

えしたいと思いますけれども、副村長がその制度の

部分についてはちょっとお答え出来ないという部分

がありまして、私の方から答える何ものもないので

すけれども、制度的な部分では職員の中で議論して

１次、２次、３次という部分で職員ベースの中で一

応その事業の国で言っている事業仕分け的な部分を

まず１回戦目やりましてですね。認識的に職員がそ

ういう仕事を村ではやってますよと、そういった勉

強も含めて１次評価をしているという現状がありま

す。最終的には三次評価の中では首長と副村長が決

めるという現状があります。ただ全体的に流れとし

ては制度的な流れとしては、私としては職員ベース

の中でこういう村ってこういう係がこういう仕事が

もうやっているというそういう部分も含めて続けて

いきたいなという感じでこの制度は終わります。先

程、ちょっと副村長、方針的にもれていたので数字

的なものがありまして一応新年度予算については概

ね身の丈合った部分ということで３５億６，０００

万円という部分で職員に流しているという現状があ

ります。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今の答弁では３段階

に分けて事業の評価を行っていると。１次について

は係長レベル、それと２次は課長レベル、３次は村

長の政策的なものも含めながら判断をしていくとい

うこと、これについては分かりました。 

それで副村長に言いますけれども、今こういう事

業、言ってみれば何と言うのですか、評価のやり方

だけで十分かどうかということで認識を伺っており

ます。その部分についてお答えが出来る範囲で不足

であればどういうものが不足しているなという認識

が今までやってきた経過の中でどうだというものが

あればですよね、なければ結構ですけれどもどうで

すか。今答えなければ後で結構でございますけれど

も、ということで後でお伺いしたいと思います。 

それで先程、３次評価ということで村長がやるの

だということですけれども、これはやはり１次、２

次、そういうまな板の上に上がって議論されてきた

ものが政策的に村長が判断するという流れは十分理

解出来ます。そういうことで結構だと思うのですけ

れども、１次、２次に全くないものが３次で村長が

政策的にどんと上げてくるという形がちょっと今ま

での行政運営でそういうこともあると崩れてしまう。

職員の信頼というか、そういうものも失ってしまう

恐れがあるので十分私は気を付けるべきだというふ

うに思いますよ。これは私の意見として言っている。

それでですね。私なぜこんなこと聞くかというとま

だまだ厳しいというこういう状況の中ではみんなで

今職員レベルでやっている事務事業の評価作業とい

うのが、国でやっている事業の仕分け作業に似たよ

うなものなのかなというふうに私理解するのですけ

れども、自分達の組織を守るのと同時に住民の利益

も守る。そのためには監査体制をきちんとしなけれ

ばならない。監視体制もきちんとしなければならな

いということで議会もあり監査機関もあるわけです

ね。そういった意味でそういう監査体制という部分

については充実強化をしていかなければならないと

いうふうに私は思います。条例改正してでも人数増

やす必要もあろうかと思いますし、さらにはその外

部監査というものも必要に応じてやっぱりやること

が組織の公平・公正というものを考えていくならば

必要なのかなという認識に私今いたっているのです。

それと予算編成、今年度は無理にしても事業仕分は

やはり議会も一緒になってやる方向というのはない

のだろうか。それはやはり執行権と議決機関との相

関関係にありますから執行権に介入するということ

は厳に慎まなければならないというふうに私は理解

しますけれども、そこがまず線引きがはっきりされ

ていないのです。議会としてもこれは学習を深めて

そういう線引きはっきりしていこうと思います。出

来るとするならばそういう仕分事業も国でやってい

る仕分け事業に近いものも一緒にやっていく、検討

していく余地があるかと村長にちょっと問いたいと。

それと合わせて先程も行政報告がありましたけれど

も、定住自立圏構想の推進ということで稚内市が中
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心市になってですね。これは市町村合併が進まない、

そういう状況の中でやはり効率的な行政運営をする

ためには広域連携だとか色々な方法があるのですけ

れども、やっぱり考え方を一にしたものでないだろ

うかというふうに私は思うのです。お互いにやれる

役割を分担してやれるところは連携してやっていき

ましょうというものの考え方だろうと思いますので、

この部分は村が自立してやっていくための一つの鍵

になるのかなと私は考えます。それで慎重かつ大胆

にやっぱりこれも推進していく必要があろうかなと

思うのですけれども、この２点についてちょっとお

伺いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：まず最初に仕分けの件

に関してですけれども、申し訳ございませんけれど

もまだ私自身まだ職員の仕分け自体をよく理解して

おりませんので、はっきりどうのこうの言える段階

ではないのですけれども、ただ先程の執行方針でも

述べましたけれども私は出来るだけ議会の皆さんの

声を聞きたい、議会と共にやってまいりたいとこれ

は基本的にそう思っております。当たり前の話しで

すけれども議会議員というのは村民の代表でありま

す。村民の代表として皆様と共に予算を作りたいと

思っております。ですから効率的ですね、どのよう

な形で皆さんの声をお聞きし、取り入れるのが一番

効率的な方法なのかはまだ検討中であります。ただ

どんな形にせよですね、皆さんの声、皆さんの声と

いうのは村民の声です。村民の声を議員の皆さんを

通して取入れていきたいと、その中で仕分けに関し

ても出来る限り取入れてどのような段階かで取入れ

ていきたいなとこのように思っております。 

 先程の次の定住圏の問題に関しましてもこれも、

先日、職員の方に積極的に参加するようにという指

示を出しております。これは当然ながら今後自立し

て我々この地域を守っていかなければならないわけ

ですから、お互いに補充しながらやっていかなけれ

ばならないものと思っております。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういうことで十分

協議をしながら車の両輪が一緒に回転させながら真

っ直ぐ進んでいけたらなというふうに期待を込めな

がら１番目の質問を終わりたいと思います。 

 次に教育問題に入ります。 

 教育の問題については、私は極めて苦手な部分で

ございまして、過去に工藤教育長時代に毎回、毎回

勉強しながら取組んでいくというのは大変な作業と

いうか、私の能力では難しい、従って一気に勉強を

してその部分について一気に何点かの課題について

議論した経過もございます。１時間フルに使いまし

た。今回は全国の学力テストの結果について過日新

聞の報道で知りました。平成２１年１１月２５日に

道教委が小学校６年生と中学校３年生を対象に４月

に実施した全国学力学習状況調査の道内１４支庁管

内の傾向をまとめたのを発表したのですけれども、

宗谷管内においては全道平均で科目によっては７％

も差が開いている。都市部との学力格差これは顕著

で、人口規模が大きいほど正答率が高いと傾向が示

された。猿払村ではどうなっているのかなと、過去

に同僚議員が色んなこの部分で質問されたのですけ

れども色々な理由があります。学校が特定される、

個人が特定される、人数が少ないからそういう部分

では個人の情報保護に関しても問題があると色んな

理屈が述べられて結果的には発表出来ないと、従っ

て発表出来なければ猿払村の傾向もつかめないのか

と、教育委員会だけでこれをおさえて果たしてどう

なるのだと、私はやり取り聞きながら疑問に感じま

した。全国の今の自治体の議会と教育委員会の関係

と言いますと、議会は介入出来ていないというより

も、議会が参画されていないとされ得ないというよ

うなそんな状況に陥っている。そういう問題が今教

育委員会と議会の間にそういう傾向があるというこ

とをまず指摘しながら、これをどう改善していった

ら良いかという今回の議論をしていきたいと思いま

すけれども、猿払村と今の全国的な部分、北海道の

傾向どうなっているのか。これはやっぱりちょっと

教えていただきたい。傾向を知らせて下さいという

ことですからいいですか。そして何故そういう傾向

を示すのか、示したのかというもしかその原因があ

るとすれば、絶対あるはずなのです。それをどうい
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うふうに分析されているか。それと一般的に原因は

こうだから、対策はこうでなければならないという

ことがあって然るべき、これについてご答弁いただ

きたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それでは一般的に

全国学力テストと呼ばれております、全国学力学習

状況調査の結果に関してのご質問にお答えをいたし

ます。ここで少し前置きをちょっとさせていただき

たいのですけれども、この調査の目的なのですけれ

ども、今眞田議員さんも触れている部分に関係しま

すけれども、この調査の目的、全国的な教育及び教

育施策の成果と課題を検証し改善を図ると。また各

都道府県教委、市町村教委もそうなのですけれども

教育委員会・学校においても同様にその成果と課題

を把握して改善を図るということを目的としまして、

議員もご承知のとおり小学校６年生と中学校３年生

対象に小学校では国語Ａ・Ｂと算数Ａ・Ｂの計４科

目、中学校では同様に国語Ａ・Ｂと数学Ａ・Ｂの４

科目、Ａ・Ｂと言いますと、Ａというのは簡単に言

いますと知識の問題、Ｂと言うのは活用に関する問

題となっていまして議員ご承知のとおり平成１９年

度から実施されまして、今年度で３回目の実施とな

っております。本村の状態なのですけれども４月２

１日を調査日として、村内では浅茅野小学校に今回

６年生がおりませんので、また小学校１人で病気で

休んだ児童もいましたので小学校５校の児童３３名

と拓心中学校生徒２７名参加して、その全体の結果

につきましては議員もご承知かと思うのですけれど

も、８月の２７日に文部科学省から公表されまして、

ご承知のとおり新聞等のマスコミでは公立学校のこ

の４科目、全科目の都道府県別の正答率なのですけ

れども、正しく答えたという率なのですけれども、

ご承知のとおり北海道は４７都道府県中の中で小学

生は３年連続の４６位、中学生は過去２年の４４位

からやや上がった４２位にランクされるという報道

なされておりました。またその後、議員のご質問に

ありますとおり道教委におきましては道内の１４の

管内別の傾向をまとめたものを去る１１月２５日に

発表しておりまして、新聞報道では議員のお話しし

たとおり平均正答率で石狩・十勝は比較的高かった

一方、桧山・根室・宗谷では全道平均を７ポイント

も下回った科目があった。また都市部と郡部との学

力格差が顕著だったという報道がなされております。 

そこでご質問なのですけれども、猿払村での傾向

と数値は一体どうなっているのかというご質問にお

答えする前にですね、マスコミで報道されたデータ

も参考にしながら、この４科目の平均の正答率を見

た全国との関係、北海道の関係、宗谷管内のこの順

位とか位置付けというのは一体どうなっているのか

というふうに説明しますと、まず全国平均を下回っ

ているのが北海道でその北海道の平均を４科目中、

１科目だけが全道比と同じですけれども、残る３科

目についてはその全道平均をも下回っているのが宗

谷管内という位置付けになっております。また、議

員のご質問にもございましたけれどもこうしている

のは新聞記事で宗谷では全道平均７ポイントも下回

った科目もあったという記事何回も読み返しますと、

宗谷管内の状況がそうであれば猿払村も下回ってい

るのではないかという推測とか心配もありますので

あまり結果公表的なことを話すのは差し控えたいの

ですけれども、頑張っている猿払の子ども達や学校

の名誉もありますので少し柔軟にやや踏み込んだ説

明をさせていただきたいと思います。 

まず小学校の国語ですけれども、今回国語だけは

全道と同じような数値となっておりまして、国語で

は全道平均よりも２．９ポイント下回る結果となり

まして、この２．９ポイントというのは道教委の分

類では北海道の平均とほぼ同じです。それと国語Ｂ、

活用なのですけれどもこれも全道よりわずか０．４

ポイント下回る結果となりました。これ全く道の結

果と北海道と同じですという分類です。では次の小

学校の算数どうかということになりますと、小学校

の算数Ａ、基礎的な問題では全道平均よりも７．２

ポイント上回る結果となりまして、これも道教委の

分類からいきますと全道よりも相当高いという位置

付けになっています。算数の応用の関係ではどうな

のかと言いますと、これも全道平均よりも８．５ポ

イント上回る結果となりまして、これも全道よりも

相当高いという数値になっております。小学校の算
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数Ａ・Ｂとも全道はもとより全国平均を上回る結果

となっております。それでは中学校はどうなのかと

言いますと、中学校の国語ですけれどもこれも細か

くは別として、国語のＡ・Ｂ、基礎基本応用につい

ても全道平均よりも約３ポイントから５ポイント上

回っておりまして、これも全国平均を若干上回る結

果となっております。中学校の数学の関係なのです

けれども、これにつきましても全道平均を３ポイン

トから５ポイント上回っておりましてこれも全国平

均を上回る結果となっております。それで先頃、道

教委から示されました調査結果報告書に基づきまし

てこの平均正答率の度数分布というのがあるのです

けれども、これでちょっと調査してみたのですけれ

ども、調査日現在、春の段階では道内市町村１８０

あるうち本村の小学校にあっては国語Ａ・Ｂという

のは道内市町村１８０のうちのほぼ中間ぐらいに位

置していると、それと算数Ａ・Ｂでは上位から１０

番目ほどのグループに入っていると、それと中学校

においては国語Ａ・Ｂとも数学Ａ・Ｂとも上位から

３０番目のグループに入っているということで、以

上のことからご質問のお答えとしましては、結論と

しては管内の数値と同じではないと、それを上回っ

ているという形になっております。ただ今年度の平

均正答率これ一部科目除いては全国と同様、若しく

は全国を若干上回る結果となっておりますけれども、

本村におきまして、では去年の場合どうだったのか

と言いますと、去年は巽議員という形で私が質問受

けたのですけれども、あまり調査結果を公表しない

という取扱いになっている中で色々と子ども達の学

力の心配もありましたので、今覚えているのですけ

れども全道平均よりも全国平均を下回っていないと

いうお答えしまして、ということは全道よりも全国

よりも上回っているという形でお答えをしたところ

でございます。そういった中で昨年度におきまして

も全道平均は固より全国平均を上回っておりまして、

そこには学校現場の過去の結果分析に基づく改善策

の効果、これが徐々に表れた結果かなと思っていま

すし、今後も学校現場での頑張りとか力合わせ、我

々も促す中で教育委員会と学校、また学校間の連携

の元で学校教育推進に努力してまいりたいと思いま

す。それと議員もお話ししてございました議会との

関係なのですけれども、こういった部分では相談に

のってもらう傾向こうですよという部分を教育委員

会と議会とのこの協議というのも我々ももう少し考

えてみたいなと、また力も借りたいなとそういうふ

うに思っていますのでご了解願いたいと思います。

いずれにしましても説明とお答え少し長くなりまし

たけれどもよろしくご理解お願いしまして、ここで

終わりたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：私も子どもの頃を振

り返りますと決して学力について高かった方ではな

い。極めて低い位置、下から一桁台ぐらいだっとい

うふうに自分では記憶しております。今のお答えを

聞いてまずは一安心したのかなというふうに思いま

す。それで村としての傾向はよく分かりました。そ

れで全国平均さえも上回る、北海道内の平均さえも

上回るというようなそういうデータもあるとすれば

ですね。これはやはり相当学校また、教育関係者が

頑張った結果なのだろうなというふうに思いますけ

れども、これで先程、教育長が言われたように学力

テストの目的というような部分では、学力の状況の

把握ではないというふうに今言われましたよね。教

育の成果・課題を検証するのだと、そして改善する

のが目的、どうも抽象的で理解出来ないのです。テ

ストの結果を教育の成果として捉えて、その課題を

検証して改善する。ということは全国平均・全道平

均、または管内的な平均より高いという抑えだけで、

後の対策・検証、もしも課題があるとすればどうい

う課題があってその解決に向けたどういうふうにす

るのだというお答えをまずいただきたい。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それでは課題・検

証といった部分でお答えをしていきたいと思います。 

 正直言いますと学校の段階では４月に調査が行わ

れて、これが８月末となると４ヶ月以上の間も空い

ている中で学校では授業とか勉強はかなり進んでお

りまして、これだけで学校の校長だとか良く話すの

ですけれども、それだけで学力図れるわけではない
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し、毎日の積み重ねでもってなっているのだと、た

だ教育委員会としてはせっかくのこの学力テスト良

い悪いは別として、活用すべきだということで私の

方から各学校長に学校としての今おっしゃられまし

た検証・課題を出してもらいまして、それについて

我々の方としても猿払村の教育の学校教育の部分で

の検証・課題の方でこうだというものを出しており

ます。そういった中でちょっと補足いたしますけれ

ども、数字だけが私は決して良かったから悪かった

からではなくて色々と検証する中で、今児童生徒の

実態と調査結果ふまえて小学校ではどうかというと

先程言いました正答率の分布、これが上位層と下位

層に分かれると、本来であれば上位層に皆来るべき

なのですけれどもそういった傾向があると、ただ児

童生徒数が少ないからどうしても個人差でもって大

きく点数が上がったりするけれども、少ない人数の

中ではあれですけれども上と下に分かれる傾向があ

ると、それと中学校では逆に全体の部分では真ん中

ぐらいに位置する部分もあるということでの調査結

果をおさえております。それと検証という部分なの

ですけれども、この学力テストの成績だけでなくて

普段の学習状況ではどうなっているのかという部分

もおさえておりまして、小学校では国語の勉強が好

きな割合が低くなっているけれども、ほぼ全員が家

庭学習を行う等、学習に対する意欲や関心が高い。

ただし読書をする時間が短く、テレビゲームの時間

が長い等、望ましい生活習慣の確立に問題があると

いうことでそういったことからこの正答率との関連

というものもないとは言えないとおさえております。

では中学校ではどうなのかと言いますと、中学校で

は国語や数学の勉強が好きな割合というのは低くな

っているのですけれども、ただほぼ全員が家庭学習

を行う等、学習に対しての意欲とか関心といったも

のが高いというのが伺われます。また読書をする時

間、これが伸びておりましてテレビゲームの時間が

短くなるほどある程度望ましい生活習慣の確立がな

されているということでございます。そう言った中

で国語とか何かについても確実に身に付けてこれを

どう活用していけばいいのかという部分を定着する

必要があると思っています。ただ最終的にこういっ

た中身の部分については子ども達にも還元して、ま

た保護者にもこういう状況にありますという分析・

検証をされております。ただ我々最終的には学校現

場の方にも検証等行いながらそれでは教育委員会と

してどうするのだという部分をですね予算との兼ね

合いも含めてお互いに協力体制盛り上げていこうと

いう形で進んでいますので、一応そういう分析まで

はしておりますけれども、以上でお答えとします。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：傾向としてはある程

度は理解は出来ましたし、テストはやったけれども

基本的なおさえとしてやはりきちんとおさえていた

だいて、教育の成果と課題を検証する、そして改善

する。しかし私の記憶によればですよ。平成１９年

度も同じような同僚議員質問がありましたけれども、

やはり同じような傾向を教育長述べられているので

すね。全く同じ答えなのですよ。そしたら何の今言

う課題があって、今読書が云々というような部分も

前回も話し聞きました。同僚議員の脳裏に残ってお

りますけれども、議事録もちょっと持っております

けれども、また同じなのですよ。そしたら若干平均

値から上回っているから教育委員会何もしなくても

いい、学校は何もやらなくてもいい、胸を張って平

均値より上回っているから猿払村は十分だというふ

うにもとれる発言なのです。ちょっと私ひねくれた

取り方かもしれない。しかしさらにその向上を目指

すとすれば課題はまだまだあるはずなのです。改善

するところもまだまだあるはずです。しかしそれは

過去の同僚議員とのやりとりの中でも学校と協議を

してどうするこうするという話しは十分何回もされ

ておりますけれども、教育委員会としてどういう取

組みをどういうふうにするのか学校と、どうやって

一緒になってそういうもの改善をしていくのだとい

うものが見えてこない。答弁にもないという部分で

は不服なのです私ちょっとね。過去のこれ議事録に

なりますけれども、子ども達自身にとってどうなる

のか、保護者にとってどうなるのか、きちんと整理

をして学校の先生方ともよく相談をして云々と書い

ている。委員会としてどうなのだというものが何も

見えてこない。それと問題提起もされております。
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今、教育長が言われたように同じ学校でありながら

高いレベルの人と底の方のレベルの人、私は十分分

かります。私も自分底の方におりましたから。しか

し底の方にいるとですね、一回引っ掛かればなかな

か上に上がっていくことが出来ないのです。そこで

つまづいたら一生つまづいたままいくという傾向を

示す。これ私自身の体験ですけれども、これ重いで

すよ自分の体験ですから、なかなかいけなかったの

ですよ引っ掛かってどこかで、この対策をどうする

のだ、指摘はしながらその対策が見えてこないとい

う部分がありますけれども、この対策はどうするつ

もりかお伺いしたい。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：今、眞田議員のお

っしゃった去年も同じで前も同じではないかと言い

ますと、最終的に今、学校長も私共から指示して検

証・課題という中で毎回ほぼ同じような形になる。

最終的には教育の学校教育の分では個に応じた指導

ということで当然その子どもによって全部違ってく

る、それと達成度も違ってくるこの個に応じて各々

伸ばしていく、そういう形をとってくれと、それと

教育委員会として先程申し上げたのですけれども、

各学校からそれぞれに検証・課題も上げて一緒にな

って考えていますけれども、先程申しましたそれで

は学校現場、それでは教育委員会としてどうするの

だと部分があります。それで我々の方とすれば各学

校の小学校６校、中学校１校、全体のベースとして

もう２２年度来年度に向けて学校教育の重点という

のを立てておりまして、その中では基礎的・基本的

知識・技能の確立が定着を図っていただきたいと、

細かい部分は別ですけれどもそれと問題解決と学習

の充実を図っていただきたい。それと今申し上げた

けれども個に応じた指導の充実をさせてくれという

ふうにしておりまして、それが教育委員会として何

をやっていくのだということになりますと学校教育

の重点の実現の支援のために当然、養護教諭・事務

職員未配置の学校にはそういった手立てもします、

やっていきますよと、それから特別な支援をする学

校支援の継続も考えていきます。勿論、必要な教材

消耗品・学校図書・備品も予算の範囲内で出来る限

り考えていきます。それと猿払村教育研究会という

先生方の研究組織があるのですけれども、当然今、

猿払の雰囲気の中では私共保守なのですけれどもよ

その学校の校長先生がよその先生が行っても構わな

いと、とにかくオール猿払で盛り上げていただきた

いという雰囲気作っています。それと当然その中で

は必要ならばスクールバスの運行もしていかなけれ

ばならないし、また専門の教育局に指導主事が居ま

すのでそういう人を呼んで連携強化も図っていくと

いうふうな形で進んでおりまして、いずれにしまし

ても個に応じたレベルアップを図っていきたい。そ

れとどうしてもこれ今私共がこうやって答弁してい

る中で学校ではいつも教師と子ども相対してずっと

進んでいますので子どもを伸ばすためには大いに誉

めてやって、関心を持って、理解を持って、学習に

励んでいただくようにそういうお願い何かもしてい

まして、そういう方向でいこうということで今進ん

でおりますのでよろしくご理解願いたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：分かりました。 

 きちんと課題・問題点そういったものを掘り起こ

しながら改善の方向に向かっていく、これは分かり

ますし、しかし具体的にですね、例えば例で言いま

すと小規模校今５校ありますね小学校で６校のうち

５校ですか。先程言いましたね。それと鬼志別の小

学校はある程度の一定規模、適正規模というのは４

０人ですか１学級。そういうふうに定義付けられて

いるのでしょうけれども、そこまではなくても出来

るだけ規模の大小によってですよ。複式学級という

ような部分だとか、今鬼志別はこういうふうに言わ

れてますね。一般的に先生は教えるのは１人だ。だ

けれども教員１名を増員して２名で授業を進めてお

りますよと、１人は授業進めてもう１人の先生は子

ども達に個別に指導するということがなされている

と鬼志別では。小規模の学校につきましては教頭先

生だとか校長先生も一緒になってそういう形をとっ

てやっていますよということ、だからそういう部分

で埋められているのでしょう。はっきり申します。

鬼志別と例えば小規模校で今このテストの結果の傾

向という部分についてお答え出来る範囲で結構です
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から、全校まとめても良いです。１校と１校という

ことでなく、１校と何校かなら答えられると思いま

すのでその傾向をちょっと。 

○議長（山須田清一君）：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。 

 申し訳ありませんけれども各学校の個別的な部分

については結果公表しないというふうになっていま

すので、また小規模の学校で例えば１人とか２人と

かいった時にですねその部分はちょっと誰々さんの

点数ということになるのでそれはお答えするわけに

はいきませんので、ただ言えることは小規模だから

と言って今回のテストの関係でいくと下回っている

ということはないです。それと先程、鬼志別小学校

では先生２人の所あるということで、これは指導方

法工夫改善ということで鬼志別小学校と拓心中学校

にも１名先生入っております。そういった中で眞田

議員さんもおっしゃられた部分ではやはり子どもに

は今１学級というのは定員が４０名なのですけれど

も、４０名いっているクラスは猿払はないのですけ

れども、当然出来る限り少ない中で規模はあります

けれども、やはり色んな先生がサポートすることに

よって先程言ってます個に応じた指導と言いますか、

それが出来てくるということで何と言っても子ども

の教育、点数ばかりではないのですけれども解らな

いところもあったら分かるようにしてあげたいとい

うのはですね、やはりそういう数が先生がいた方が

良いと、また適正配置の分にまだここでは私は触れ

ませんけれどもやっぱり小規模な部分でいくとやは

り少ない人数の所に先生が配置されていることで、

やはりきめ細かな部分もあるのかなとそういうふう

に思っています。いずれにしましても教育の部分で

はやっぱり先生の数も色々とある程度かけれるよう

な形が望ましいのかなという部分でそういった配慮

もしていかなければならないかと思います。ただ先

程申し上げましたとおり例えば鬼志別小学校でどう

なのだということで今回対象が１５人で、浜猿払小

学校の場合どうなのだといった時に３人で、芦野小

学校は今回２人ということで、その中では結果公表

というのは基本的には避けたいと思っておりますの

でその辺はこの場ではご理解願いたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：十分分かります。し

かしですね、一つの傾向を掴むのにやっぱりそのデ

ータ知りたいのですよ。ということは浅茅野と鬼志

別がどうだ、浜猿払と鬼志別は、芦野と鬼志別がど

うだというそういう比較は必要ないと言っているの

です。浅茅野も芦野も小規模校全体とその鬼志別が

今２人の体制で出来るだけ落ちこぼれのない形でや

っている方法、そういう形がとれるのでベターとす

るならばですよ。そういう傾向も示して明らかに差

があるような格差があるようなことであれば、これ

はやはり教育委員会としても考えざるを得ないので

はないですかということを私言っているのです。そ

ういう問題点をどう捉えてますかということを聞い

ているのですよ。だから個別にこれとここの部分、

ここの部分、ここの部分って聞いているわけではな

くて、傾向としてどうなのでしょうか。それがちょ

っと私が知りたいところなのですけれども、お答え

出来ませんかその部分だけでも、出来なければそこ

で結構ですけれども、出来ないなら出来ないで結構

です。出来ません。はい。個別には求めていないの

ですよ。それで分かりました。それではどう形を変

えていけば質問すれば答えてもらえるのか。例えば

高いレベルの成績の子と低いレベルの子、低いレベ

ルの子の底上げはどうする、どういう対応をとろう

としているのか、それを具体的にですよ、具体的に

お答えいただきたい。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：お答えいたします。 

 当然高いレベルでいきますと、当然それらを維持

していってほしいし、学校でも個別に先程から言い

ますとおり個に応じた対応というのは非常に必要で

ございますから、伸びるところはさらに伸ばしてい

くと、それから低い部分でいきますと弱い部分でい

きますと、例えば先程お話ししましたけれどもある

学校では今回は算数を今年は強化していこうという

ことで、少ない人数の中で教頭も一般教室に入って

強化する、校長も入って強化する。それぞれの学校



－12－ 

によってそういった課題解決に向けて取組んでおり

ますのでそういった部分では我々は安心も信頼もす

る中で、さらに教育委員会としても連携を図りなが

ら必要なものは手立てをしていこうと思っています。

そういうことでご理解願います。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：しつこいようで申し

訳ございませんけれども、私は高いレベルの子より

も低いレベルの子を一定程度の水準に引上げていく、

これが一番大事なのではないだろうかと自分の経験

からして、せめて平均になるくらいまで何とか引上

げる努力・方策、そういったものをやはり地域の実

態に合った形の施策を実行していただきたいという

願いなのです私は、まわりくどい言い方はしません。

そういう施策がないか、ということは過去の同僚議

員の質問の中でも村営の学習塾も考えられないかと

いう提案もありましたけれども、それについて検討

するという答弁はあったけれども、一向にそれ気配

がない。これ１９年度だと思うのですけれども気配

がないのですそういう、具体的な提案でございまし

た。答弁・議事録・福島県の川内村という所でこう

いう学習塾をやっているのだという同僚議員の質問

がありました。そしたら教育長はよく調べて学校関

係者と意見交換しながらその是非だとか必要性につ

いて検討していきたいと答えているのですけれども、

それについて検討された経過はあるのですか。検討

された経過があるとすれば、その経過をちょっとお

答えいただきたい。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：以前に村長の巽村

長が議員の時にそう言われまして、私の方としても

検討すると言ったのははっきり覚えております。そ

れで今日も校長会、議会中ですけれども校長会やっ

ているのですけれども今年の７月の校長会の段階で

各校長集まるのですけれども、その中で私は具体的

な教育を校長さん方としております。そして私の言

った中ではその本州の東北の方の学校長もこういう

意見を持っているよと、そういった中で各学校長さ

ん方の見解はどうなのだということでキャッチボー

ルはしております。それで巽村長にも話したことは

あるのですけれども、当然その裏には我々の規模で

あれば子どもの弱い所をこういうふうに補強してい

ったり色々と考え方もある。いずれにしましても結

果として今すぐ踏み込むに出来ないにしてもそうい

った心配をされていただいているという部分も学校

長方も理解しておりまして、それを良い方向に持っ

ていこうということで進んでおります。この関係に

つきましては、学校長会議の項目にもあげてありま

すので、間違いなく議論してます。ただ結論は今後

まだまだ検討していかなければならないなというこ

とで、そういった部分ではさらには検討を深めてい

きたいないと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：検討はします。まだ

まだ時間かかります。いつのことやらというような

ニュアンスに聞こえてしまうのですよ。何故、これ

はやっぱり実際現地に行って実態はどうなのかとい

う足で自分の目で自分の耳で何故確認して良いこと

はあったら取入れようという努力なされないのです

か。そうすべきではないですか。そして本当に底に

いる児童がいるとすれば少しでも底上げをしてです

よ、そういう機会を作ってあげるのが教育だという

ふうに私はそういうふうに思いますので、これにつ

いては強烈に要望しておきたいと思います。 

それと最後になります。学校の適正配置計画。こ

れの目的については子どもにとって一番良い教育環

境の観点から小学校の配置はどうあるべきか検討す

る。それでその結果が平成２１年６月１６日に委員

会で決定されたと会議で、それで色々書いてありま

す。当分の間は今のままでいきます。当分の間とは

約２７年度です。そしてこういうことも書いてあり

ます。審議会の答申を尊重するというこれはいいで

しょう。その中でこういうこと書かれていて、一番

基本的には就学児が見込めない状況となるまで小学

校６校維持しますと書かれております。それと保護

者や地域から申し出があった場合は統廃合も視野に

入れた検討を速やかに行います。そういうふうにな

っています。私は統廃合論者ではないのです。もし
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も子どもにとって統廃合して１校で一定規模で社会

性を養ったり人間関係を鍛えるという意味で一ヶ所

に集まった方が良いというのであれば一ヶ所に、そ

れが子どもにとって一番良い方法だというふうにな

ればそうすべきだ。私はそういうふうに主張してお

きたいと思います。ここでいうメリットだとデメリ

ット色々書かれておりますけれども、教育長いいで

すか。今言った２点これは間違いないですか。こう

いう形でやるのだということで改めて確認します。 

○議長（山須田清一君）：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。 

 先程の村営の塾の関係なのですけれども、我々の

検討と言ったのは、具体的にそういう村営塾ありま

すので、個人的には見て来たかったのですけれども、

その他にも地域でやっている所、色々とネットで調

べたりとかですね、十分しながら学校長にも話しを

して、学校の中ではそういったものを検討しないか

というと今毎日まさにこの弱い部分を強化しようと

しているので、ただそういった部分では村営塾とい

うのも一つの私は狭めるつもりはないし、そういっ

た刺激を与えることも必要なのかなと思っています。

ただ村営で設けた時には当然、足の確保だとか色ん

な問題もありますのでそういったものを含めてやっ

ぱり子ども達にとって何が良いのか。お金のかかる

部分はこれから答えを導かせていきたいなとそうい

うふうに思ってます。あと適正配置の関係ですけれ

ども、これにつきましても最終的には最初もそうな

のですけれども、子ども達にとってどうなのか。こ

れを視点にしておりまして、適正配置の関係の中で

は各学校関係者、校長を含めてこの関係では地域の

方まだ入っていただいていないのですけれども、評

価委員とか色々含めて子ども達に係わりのある部分

で方向を出していったところでございます。ただ子

ども達の部分では今、先程言いましたとおり就学児

が見込めない状況となるまでは小学校６校を維持す

ると、それと保護者・地域から申し出があった場合

は統廃合を視野に入れた検討を速やかに行うという

形にしていますけれども、教育委員会としてもそう

いった部分については色々と相談もしながら、また

各学校を回りながら基本的には子ども達にとってど

れが一番良いのか、全ては子ども達のためにという

部分で進んでいきたいと思いますし、当然教育委員

会の見解はあっても当然議会の議員の皆さんとのキ

ャッチボールもしながらとか、村長とも話しをして

いかなければなりませんし、そういった部分でみん

なで猿払の子ども達のためにやっていこうという部

分は否定しませんので色々と見ながらご協力もお願

いしたいと思いまして、終わりたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今、学力テストの問

題だとか、言ってみれば教育と同じ学校にいながら

も格差のある子ども達のそういった問題をやっぱり

平均化してある程度底上げを図っていったりという

そういう努力をしてもらいたい。上のレベルにいる

子はある一定のレベルでさらにその向上を目指して

いくはずなのです。一番どん底にいる私もそうだっ

たのですけれども、なかなか一回引っ掛かると上に

上がっていけない。そういう子ども達何とかして救

って一定のレベルまでしてやりたい。それが教育だ

と私はそう思っています。あなたと考え方ちょっと

違うようです教育長とね。それで適正配置について

もこの２点なのです。就学児童も見込めない場合、

保護者と地域から申し出があった場合、統廃合も視

野に入れて検討を進める。子どもの教育環境がどう

あるから、そういう時には統合も検討するという、

こういうものがあって然るべきではないですか。子

ども忘れているのではないですか。保護者だとか地

域から申し出があった場合は。子ども忘れています

ね。就学児童が見込めないから、当然ですね。だか

らこういう問題が指摘される、そういうことも含め

て議会とももう少し教育委員会と議会と乖離が激し

すぎますので今度こういう機会一緒に作って何か良

い方法、そういうものを見つけていっていただけた

ら幸いだというふうに希望して質問終わります。 

 終わります。 

○議長（山須田清一君）：答弁必要。 

上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：お答えいたします。 

 最終的には適正配置の部分についても時間のかか
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る部分もあるし、かけなければならない部分もあり

ますので前にも議会でも教育委員会のお話ししまし

たとおりそれぞれ議員さん方も地域の事情とか色々

とありますし、お互いに猿払の子ども達のため頑張

ろうという同じ思いですので、我々の方もそういっ

たキャッチボールはしていきたいなと思いますし、

ご協力もお願いしたいなと思っています。 

それと最後に１点なのですけれども、どうしても

底辺云々という部分がありますけれども、勿論学校

において成績ばっかりでないのですけれども、子ど

も達というのは学校では自分で出来た、満足したと

いう部分で伸びる部分があります。ですから例えば

ある学校では校長の方から教師に、今日１日ご苦労

さんでなくて褒めてあげなさいと、褒めることによ

って勉強にもプラス帰ってからやろう頑張ろうとい

う形になりますので、なかなか出来ない子にも子ど

もに応じてこういうふうな形で良く頑張ったねとい

うことでどんどんいけると思いますのでそういった

部分もこれからもちょっと私達も相談のっていきた

いなと、いずれにしましても教育の部分が教育委員

会ということではなくて、村長とも相談しますし、

議会とも色々と相談のってもらわなければなりませ

んし、また力も貸してもらわなければならないと思

いますので我々の方もキャッチボールさせていただ

きますのでひとつよろしくお願いしたいと思います。 

終わります。 


