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３３３３     

平成２６年第５平成２６年第５平成２６年第５平成２６年第５回富士川町議会臨時会回富士川町議会臨時会回富士川町議会臨時会回富士川町議会臨時会        

    

平成２６年１０月平成２６年１０月平成２６年１０月平成２６年１０月１５１５１５１５日日日日    

午 後 ２ 時 ０ ０ 分 開 会午 後 ２ 時 ０ ０ 分 開 会午 後 ２ 時 ０ ０ 分 開 会午 後 ２ 時 ０ ０ 分 開 会    

於於於於    議場議場議場議場    

    

1.1.1.1. 議議議議    事事事事    日日日日    程程程程    

    

日程第日程第日程第日程第１１１１    会議録署名議員の指名会議録署名議員の指名会議録署名議員の指名会議録署名議員の指名    

日程第２日程第２日程第２日程第２    会期決定会期決定会期決定会期決定    

日程第３日程第３日程第３日程第３    諸般の報告諸般の報告諸般の報告諸般の報告    

日程第４日程第４日程第４日程第４    議案議案議案議案第第第第７４７４７４７４号号号号    富士川町立小富士川町立小富士川町立小富士川町立小中中中中学校学校学校学校設置条例の一部を改正する条例設置条例の一部を改正する条例設置条例の一部を改正する条例設置条例の一部を改正する条例にににについてついてついてついて    

日程第５日程第５日程第５日程第５    議案第７５号議案第７５号議案第７５号議案第７５号    平成２６年度富士川町一般会計補正予算（第６号）平成２６年度富士川町一般会計補正予算（第６号）平成２６年度富士川町一般会計補正予算（第６号）平成２６年度富士川町一般会計補正予算（第６号）    

    

    

２２２２. . . . 出席議員は、次のとおりである。（１６名）出席議員は、次のとおりである。（１６名）出席議員は、次のとおりである。（１６名）出席議員は、次のとおりである。（１６名）    

    

１番１番１番１番        小小小小    林林林林    有紀子有紀子有紀子有紀子                        ２番２番２番２番        深深深深    澤澤澤澤    公公公公    雄雄雄雄    

３番３番３番３番        川川川川    口口口口    正正正正    満満満満                        ４番４番４番４番        青青青青    栁栁栁栁    光光光光    仁仁仁仁    

５番５番５番５番        堀堀堀堀    内内内内    春春春春    美美美美                        ６番６番６番６番        秋秋秋秋    山山山山            勇勇勇勇    

７番７番７番７番        長長長長    澤澤澤澤    芳芳芳芳    文文文文                        ８番８番８番８番        鮫鮫鮫鮫    田田田田    洋洋洋洋    平平平平    

９番９番９番９番        長長長長    澤澤澤澤            健健健健                    １０番１０番１０番１０番        秋秋秋秋    山山山山            貢貢貢貢    

１１番１１番１１番１１番        市市市市    川川川川    淳淳淳淳    子子子子                    １２番１２番１２番１２番        齊齊齊齊    藤藤藤藤    欽欽欽欽    也也也也    

１３番１３番１３番１３番        井井井井    上上上上    光光光光    三三三三                    １４番１４番１４番１４番        神神神神    田田田田            智智智智    

１５番１５番１５番１５番        小小小小    林林林林            進進進進                    １６番１６番１６番１６番        齊齊齊齊    藤藤藤藤    正正正正    行行行行    

                                    

    

３３３３. . . . 欠欠欠欠    席席席席    議議議議    員員員員    

            

なななな        しししし    

    

    

４４４４. . . . 会議録署名議員会議録署名議員会議録署名議員会議録署名議員    

    

１１１１１１１１番番番番        市市市市    川川川川    淳淳淳淳    子子子子                    １１１１２２２２番番番番        齊齊齊齊    藤藤藤藤    欽欽欽欽    也也也也        



４４４４     

                                                                                                                                                                                                                            

５５５５. . . . 地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名    

    

    なななな        しししし    

    

    

６６６６. . . . 職務のため出席した者の職氏名（３名）職務のため出席した者の職氏名（３名）職務のため出席した者の職氏名（３名）職務のため出席した者の職氏名（３名）    

    

議会事務局長議会事務局長議会事務局長議会事務局長        秋秋秋秋    山山山山    俊俊俊俊    男男男男    

書書書書                記記記記        野野野野    中中中中    充充充充    香香香香    

書書書書                記記記記        早早早早    川川川川    竜竜竜竜    一一一一    

                

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



５５５５     

開会開会開会開会        午午午午後２後２後２後２時００分時００分時００分時００分    

    

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）    

富士川町告示第富士川町告示第富士川町告示第富士川町告示第５６５６５６５６号をもって招集されました、平成２６年第号をもって招集されました、平成２６年第号をもって招集されました、平成２６年第号をもって招集されました、平成２６年第５回富士川町議会臨時５回富士川町議会臨時５回富士川町議会臨時５回富士川町議会臨時

会に議員ならびに町長はじめ会に議員ならびに町長はじめ会に議員ならびに町長はじめ会に議員ならびに町長はじめ執行部各位には、ご健勝にてご出席をいただきまして、誠執行部各位には、ご健勝にてご出席をいただきまして、誠執行部各位には、ご健勝にてご出席をいただきまして、誠執行部各位には、ご健勝にてご出席をいただきまして、誠

にありがとうございます。にありがとうございます。にありがとうございます。にありがとうございます。    

ただいまの出席議員は１６ただいまの出席議員は１６ただいまの出席議員は１６ただいまの出席議員は１６名であります。定足数に達しておりますので、こ名であります。定足数に達しておりますので、こ名であります。定足数に達しておりますので、こ名であります。定足数に達しておりますので、これより平れより平れより平れより平

成２６年成２６年成２６年成２６年第５第５第５第５回富士川町議会臨時会を開会します。回富士川町議会臨時会を開会します。回富士川町議会臨時会を開会します。回富士川町議会臨時会を開会します。    

これから、本日の会議を開きます。これから、本日の会議を開きます。これから、本日の会議を開きます。これから、本日の会議を開きます。    

    

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）    

日程第１日程第１日程第１日程第１    会議録署名議員の指名を行ないます。会議録署名議員の指名を行ないます。会議録署名議員の指名を行ないます。会議録署名議員の指名を行ないます。    

会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、    

１１１１１１１１番、番、番、番、市川淳子さんおよび市川淳子さんおよび市川淳子さんおよび市川淳子さんおよび    

１２１２１２１２番、番、番、番、齊藤欽也君齊藤欽也君齊藤欽也君齊藤欽也君    

を指名します。を指名します。を指名します。を指名します。    

    

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）            

日程第２日程第２日程第２日程第２    会期の決定を議題とします。会期の決定を議題とします。会期の決定を議題とします。会期の決定を議題とします。    

お諮りします。お諮りします。お諮りします。お諮りします。    

本臨時会の会期は、本日１日にしたいと思います。本臨時会の会期は、本日１日にしたいと思います。本臨時会の会期は、本日１日にしたいと思います。本臨時会の会期は、本日１日にしたいと思います。    

これに、ご異議ありませんか。これに、ご異議ありませんか。これに、ご異議ありませんか。これに、ご異議ありませんか。    

（異議なし。の声）（異議なし。の声）（異議なし。の声）（異議なし。の声）    

異議なしと認めます。異議なしと認めます。異議なしと認めます。異議なしと認めます。    

したがって、会期は本日１日としたがって、会期は本日１日としたがって、会期は本日１日としたがって、会期は本日１日と決定しました。決定しました。決定しました。決定しました。    

    

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）            

日程第３日程第３日程第３日程第３    諸般の報告。諸般の報告。諸般の報告。諸般の報告。    

この際、議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。この際、議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。この際、議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。この際、議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。    

議長から報告します。議長から報告します。議長から報告します。議長から報告します。    

本日の議事日程、説明員として出席通知のありました者の職・氏名および本日の議事日程、説明員として出席通知のありました者の職・氏名および本日の議事日程、説明員として出席通知のありました者の職・氏名および本日の議事日程、説明員として出席通知のありました者の職・氏名および開催された開催された開催された開催された

会議などにつきましては、一覧表として会議などにつきましては、一覧表として会議などにつきましては、一覧表として会議などにつきましては、一覧表としてお手元に配布したとおりです。お手元に配布したとおりです。お手元に配布したとおりです。お手元に配布したとおりです。    

ここでここでここでここで、、、、総務課長から９月定例会総務課長から９月定例会総務課長から９月定例会総務課長から９月定例会、４日目、４日目、４日目、４日目のののの質疑質疑質疑質疑に対しての訂正の申し出がありましに対しての訂正の申し出がありましに対しての訂正の申し出がありましに対しての訂正の申し出がありまし

たので、これを許します。たので、これを許します。たので、これを許します。たので、これを許します。    

総務課長総務課長総務課長総務課長    増原俊郎増原俊郎増原俊郎増原俊郎君。君。君。君。    



６６６６     

〇〇〇〇総務総務総務総務課長（課長（課長（課長（増原俊郎増原俊郎増原俊郎増原俊郎君）君）君）君）    

先般の９月定例会最終日の追加議案第先般の９月定例会最終日の追加議案第先般の９月定例会最終日の追加議案第先般の９月定例会最終日の追加議案第７１７１７１７１号、号、号、号、７２７２７２７２号の契約案件において、契号の契約案件において、契号の契約案件において、契号の契約案件において、契約の相約の相約の相約の相

手を手を手を手を表記する部分の字句に、「のぎへん」表記する部分の字句に、「のぎへん」表記する部分の字句に、「のぎへん」表記する部分の字句に、「のぎへん」のののの「称号」「称号」「称号」「称号」を用いてを用いてを用いてを用いていたこといたこといたこといたことについてについてについてについて、、、、秋山貢秋山貢秋山貢秋山貢

議員議員議員議員からからからから、「商」の商号が、「商」の商号が、「商」の商号が、「商」の商号が正しいのではないかとご指摘がありました。再度調査を行いま正しいのではないかとご指摘がありました。再度調査を行いま正しいのではないかとご指摘がありました。再度調査を行いま正しいのではないかとご指摘がありました。再度調査を行いま

したところ、したところ、したところ、したところ、ごごごご指摘のとおりでしたので指摘のとおりでしたので指摘のとおりでしたので指摘のとおりでしたので、、、、改めて改めて改めて改めて「商」の「商号」「商」の「商号」「商」の「商号」「商」の「商号」に訂正させていただきに訂正させていただきに訂正させていただきに訂正させていただき

ます。なお山梨県を初めとして、行政実例を調べてます。なお山梨県を初めとして、行政実例を調べてます。なお山梨県を初めとして、行政実例を調べてます。なお山梨県を初めとして、行政実例を調べてみまみまみまみましたところ、契約の相手方を表記したところ、契約の相手方を表記したところ、契約の相手方を表記したところ、契約の相手方を表記

する場合には、する場合には、する場合には、する場合には、住所、商号等の語句を住所、商号等の語句を住所、商号等の語句を住所、商号等の語句を用いて表記していないことから、今後はこれ用いて表記していないことから、今後はこれ用いて表記していないことから、今後はこれ用いて表記していないことから、今後はこれに習うに習うに習うに習う

ことといたします。ことといたします。ことといたします。ことといたします。    

以上、よろしくお願いします。以上、よろしくお願いします。以上、よろしくお願いします。以上、よろしくお願いします。    

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）    

以上で、諸般の報告を終わります。以上で、諸般の報告を終わります。以上で、諸般の報告を終わります。以上で、諸般の報告を終わります。    

    

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）    

日程第日程第日程第日程第４４４４    議案第７４議案第７４議案第７４議案第７４号号号号    富士川町富士川町富士川町富士川町立立立立小小小小中中中中学校設置条例の一部を改正する条例について学校設置条例の一部を改正する条例について学校設置条例の一部を改正する条例について学校設置条例の一部を改正する条例についてを議を議を議を議

題題題題とします。とします。とします。とします。    

町長から町長から町長から町長から、本案について、本案について、本案について、本案について提案理由の説明を求めます。提案理由の説明を求めます。提案理由の説明を求めます。提案理由の説明を求めます。    

町長町長町長町長    志村学志村学志村学志村学君君君君。。。。    

〇町長〇町長〇町長〇町長（（（（志村学志村学志村学志村学君）君）君）君）    

                    議案第議案第議案第議案第７４号７４号７４号７４号    富士川町立小中学校設置条例の一部を改正する条例についてでありま富士川町立小中学校設置条例の一部を改正する条例についてでありま富士川町立小中学校設置条例の一部を改正する条例についてでありま富士川町立小中学校設置条例の一部を改正する条例についてでありま

すがすがすがすが、、、、小学校の小学校の小学校の小学校の統廃合統廃合統廃合統廃合につきましては、昨年来、議会でも議論をしていただいておりまにつきましては、昨年来、議会でも議論をしていただいておりまにつきましては、昨年来、議会でも議論をしていただいておりまにつきましては、昨年来、議会でも議論をしていただいておりま

す。す。す。す。経緯経緯経緯経緯につきましては、平成につきましては、平成につきましては、平成につきましては、平成２４年に２４年に２４年に２４年に学校適正規模適正配置検討委員会を設置し、教学校適正規模適正配置検討委員会を設置し、教学校適正規模適正配置検討委員会を設置し、教学校適正規模適正配置検討委員会を設置し、教

育委員会からこの委員会に諮問をしたところであります。育委員会からこの委員会に諮問をしたところであります。育委員会からこの委員会に諮問をしたところであります。育委員会からこの委員会に諮問をしたところであります。２５年２５年２５年２５年２２２２月に月に月に月に、教育委員会に、教育委員会に、教育委員会に、教育委員会に

検討委員会から検討委員会から検討委員会から検討委員会から答申があり答申があり答申があり答申があり、教育委員会におきましても内部で検討をし、教育委員会におきましても内部で検討をし、教育委員会におきましても内部で検討をし、教育委員会におきましても内部で検討をし、、、、基本方針を策基本方針を策基本方針を策基本方針を策

定したところであります。この基本方針につきましては、県の教育委員会では小中学校定したところであります。この基本方針につきましては、県の教育委員会では小中学校定したところであります。この基本方針につきましては、県の教育委員会では小中学校定したところであります。この基本方針につきましては、県の教育委員会では小中学校

の適正規模について、の適正規模について、の適正規模について、の適正規模について、学級は２０人学級は２０人学級は２０人学級は２０人以上でクラス替えが可能な以上でクラス替えが可能な以上でクラス替えが可能な以上でクラス替えが可能な複数複数複数複数学級が望ましいとし学級が望ましいとし学級が望ましいとし学級が望ましいとし

ておりますがておりますがておりますがておりますが、、、、本本本本町町町町の教育委員会では１学年１学級を下限とすることを基本としの教育委員会では１学年１学級を下限とすることを基本としの教育委員会では１学年１学級を下限とすることを基本としの教育委員会では１学年１学級を下限とすることを基本とし、、、、各学各学各学各学

年に２人以上が在籍することが望ましいとする学校規模適正化方針を策定したところで年に２人以上が在籍することが望ましいとする学校規模適正化方針を策定したところで年に２人以上が在籍することが望ましいとする学校規模適正化方針を策定したところで年に２人以上が在籍することが望ましいとする学校規模適正化方針を策定したところで

あります。こうした方針をあります。こうした方針をあります。こうした方針をあります。こうした方針を基に、基に、基に、基に、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ該当する学区の地域該当する学区の地域該当する学区の地域該当する学区の地域につきましては、教育委につきましては、教育委につきましては、教育委につきましては、教育委

員会が説明をし員会が説明をし員会が説明をし員会が説明をし、そして、そして、そして、そして町と町と町と町といたしましても、それぞれの地区に行きまして地域の意見いたしましても、それぞれの地区に行きまして地域の意見いたしましても、それぞれの地区に行きまして地域の意見いたしましても、それぞれの地区に行きまして地域の意見

ををををお伺いお伺いお伺いお伺いししししたたたたところであります。中ところであります。中ところであります。中ところであります。中部部部部小学校につきましては、今年度の当初をもちまし小学校につきましては、今年度の当初をもちまし小学校につきましては、今年度の当初をもちまし小学校につきましては、今年度の当初をもちまし

てててて閉校になって閉校になって閉校になって閉校になっておりますがおりますがおりますがおりますが、西小学校、西小学校、西小学校、西小学校におきましては、におきましては、におきましては、におきましては、平林地区平林地区平林地区平林地区でもでもでもでもいずれ統合は理解いずれ統合は理解いずれ統合は理解いずれ統合は理解

するものの、しばらくの猶予するものの、しばらくの猶予するものの、しばらくの猶予するものの、しばらくの猶予のののの希望がありました。そして希望がありました。そして希望がありました。そして希望がありました。そして、、、、議会におきましても特別委議会におきましても特別委議会におきましても特別委議会におきましても特別委

員会がありまして員会がありまして員会がありまして員会がありまして、、、、しばらく置いたらどうだという意見が大半を占めたところでありましばらく置いたらどうだという意見が大半を占めたところでありましばらく置いたらどうだという意見が大半を占めたところでありましばらく置いたらどうだという意見が大半を占めたところでありま

す。議会です。議会です。議会です。議会で２回２回２回２回委員会が開かれた委員会が開かれた委員会が開かれた委員会が開かれたわけわけわけわけですがですがですがですが、、、、同じような考えがありましたものですか同じような考えがありましたものですか同じような考えがありましたものですか同じような考えがありましたものですか

らららら、町、町、町、町といたしましても教育委員会の基本方針といたしましても教育委員会の基本方針といたしましても教育委員会の基本方針といたしましても教育委員会の基本方針をををを尊重しながら、そして尊重しながら、そして尊重しながら、そして尊重しながら、そして、、、、地域地域地域地域の意見、の意見、の意見、の意見、
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議会の議会の議会の議会の特別委員会での特別委員会での特別委員会での特別委員会での再度再度再度再度の議論を踏まえの議論を踏まえの議論を踏まえの議論を踏まえ、西小学校の、西小学校の、西小学校の、西小学校の統合時期につきましては、統合時期につきましては、統合時期につきましては、統合時期につきましては、「「「「平成平成平成平成

２６２６２６２６年度末をもって年度末をもって年度末をもって年度末をもって閉校閉校閉校閉校するするするする」」」」と発表さと発表さと発表さと発表させせせせていただきまていただきまていただきまていただきました。「ただし、このした。「ただし、このした。「ただし、このした。「ただし、この間に通学区間に通学区間に通学区間に通学区

域内において、域内において、域内において、域内において、町町町町の教育委員会が策定したの教育委員会が策定したの教育委員会が策定したの教育委員会が策定した学校学校学校学校規模規模規模規模適正化適正化適正化適正化基本方針を満たすなど条件が基本方針を満たすなど条件が基本方針を満たすなど条件が基本方針を満たすなど条件が

整えば整えば整えば整えば閉校閉校閉校閉校年度を検討する年度を検討する年度を検討する年度を検討する」」」」とととというただし書きを付けさせていただいたところでありまいうただし書きを付けさせていただいたところでありまいうただし書きを付けさせていただいたところでありまいうただし書きを付けさせていただいたところでありま

す。９月８日にす。９月８日にす。９月８日にす。９月８日にこのこのこのこの議場議場議場議場におきまして質問がありました。におきまして質問がありました。におきまして質問がありました。におきまして質問がありました。統合年度といいますか、今の統合年度といいますか、今の統合年度といいますか、今の統合年度といいますか、今の

状況をどうするんだということでありましたが、９月状況をどうするんだということでありましたが、９月状況をどうするんだということでありましたが、９月状況をどうするんだということでありましたが、９月８日の時点でありますから、いろ８日の時点でありますから、いろ８日の時点でありますから、いろ８日の時点でありますから、いろ

んな転入の話がありましたけんな転入の話がありましたけんな転入の話がありましたけんな転入の話がありましたけれれれれどもどもどもども、９月上旬で、９月上旬で、９月上旬で、９月上旬で実現性は実現性は実現性は実現性はありませんでしたので、このありませんでしたので、このありませんでしたので、このありませんでしたので、この

ような状況が続くような状況が続くような状況が続くような状況が続くののののであればであればであればであれば、町、町、町、町としてとしてとしてとしてもももも教育委員会の基本方針どおり進めていきたい教育委員会の基本方針どおり進めていきたい教育委員会の基本方針どおり進めていきたい教育委員会の基本方針どおり進めていきたい

という答弁さという答弁さという答弁さという答弁させせせせていただきまていただきまていただきまていただきましたしたしたした。その後、請願がありまして、請願に対する議会の不。その後、請願がありまして、請願に対する議会の不。その後、請願がありまして、請願に対する議会の不。その後、請願がありまして、請願に対する議会の不

採択というご判断採択というご判断採択というご判断採択というご判断ががががありましたものですからありましたものですからありましたものですからありましたものですから、、、、本日を招集告示し、本日を招集告示し、本日を招集告示し、本日を招集告示し、１０月１０日に議案１０月１０日に議案１０月１０日に議案１０月１０日に議案

説明をさせていただきま説明をさせていただきま説明をさせていただきま説明をさせていただきましたしたしたした。そして、その。そして、その。そして、その。そして、その間、１０月１３日の間、１０月１３日の間、１０月１３日の間、１０月１３日の夜でありましたけ夜でありましたけ夜でありましたけ夜でありましたけれれれれどどどど

も新たな動きが出てまいりまも新たな動きが出てまいりまも新たな動きが出てまいりまも新たな動きが出てまいりましたしたしたした。その動きと。その動きと。その動きと。その動きといいますのはいいますのはいいますのはいいますのは、全学年に子どもが通学で、全学年に子どもが通学で、全学年に子どもが通学で、全学年に子どもが通学で

きるという条件でありまきるという条件でありまきるという条件でありまきるという条件でありましたしたしたした。先ほど。先ほど。先ほど。先ほど言いました言いました言いました言いました、ただし書きの部分で、ただし書きの部分で、ただし書きの部分で、ただし書きの部分で、条件等、条件等、条件等、条件等が整が整が整が整ええええ

ばばばば閉校閉校閉校閉校年度を検討するというお約束をいたしました年度を検討するというお約束をいたしました年度を検討するというお約束をいたしました年度を検討するというお約束をいたしましたののののでででで、教育委員会の、教育委員会の、教育委員会の、教育委員会の基本方針は基本方針は基本方針は基本方針は、、、、１１１１

学年１学級を下限とし学年１学級を下限とし学年１学級を下限とし学年１学級を下限とし、、、、各学年に２人以上各学年に２人以上各学年に２人以上各学年に２人以上在籍在籍在籍在籍することが望ましいとすることが望ましいとすることが望ましいとすることが望ましいとししししておりますけれておりますけれておりますけれておりますけれ

どもどもどもども、、、、各学年各学年各学年各学年が満たされるが満たされるが満たされるが満たされるということでありますということでありますということでありますということでありますののののでででで、町、町、町、町といたしましてもといたしましてもといたしましてもといたしましても、、、、昨日、政昨日、政昨日、政昨日、政

策会議策会議策会議策会議をををを開催いたしました。開催いたしました。開催いたしました。開催いたしました。在学在学在学在学児童の状況を説明する中で、３年間は、たしか今の状児童の状況を説明する中で、３年間は、たしか今の状児童の状況を説明する中で、３年間は、たしか今の状児童の状況を説明する中で、３年間は、たしか今の状

況で況で況で況でいけば満たされると思います。いけば満たされると思います。いけば満たされると思います。いけば満たされると思います。４年４年４年４年後後後後からまたからまたからまたからまた「「「「００００」」」」の学の学の学の学年年年年がががが出てまいります。出てまいります。出てまいります。出てまいります。そそそそ

ういった今後の経緯も踏まえまして、ういった今後の経緯も踏まえまして、ういった今後の経緯も踏まえまして、ういった今後の経緯も踏まえまして、２２２２時間時間時間時間ほどほどほどほど検討検討検討検討委員会委員会委員会委員会を開きまを開きまを開きまを開きましたしたしたした。そういった。そういった。そういった。そういった

中で、中で、中で、中で、町町町町とすれば集団的な学習が必要である。とすれば集団的な学習が必要である。とすれば集団的な学習が必要である。とすれば集団的な学習が必要である。それとそれとそれとそれと集団集団集団集団的な行動も必要である。それ的な行動も必要である。それ的な行動も必要である。それ的な行動も必要である。それ

とととと複式学級複式学級複式学級複式学級を解消すべき。何よりも耐震化されてないを解消すべき。何よりも耐震化されてないを解消すべき。何よりも耐震化されてないを解消すべき。何よりも耐震化されてない校舎であり校舎であり校舎であり校舎でありますますますますのののので、子供たちので、子供たちので、子供たちので、子供たちの

安全を第一に考えるということから安全を第一に考えるということから安全を第一に考えるということから安全を第一に考えるということから、２６年度末をもって増穂小学校、２６年度末をもって増穂小学校、２６年度末をもって増穂小学校、２６年度末をもって増穂小学校との統合というとの統合というとの統合というとの統合という今今今今

のののの議案と議案と議案と議案と変わらぬ変わらぬ変わらぬ変わらぬ結論に達したところであります。こうしたことから、富士川町結論に達したところであります。こうしたことから、富士川町結論に達したところであります。こうしたことから、富士川町結論に達したところであります。こうしたことから、富士川町立増穂立増穂立増穂立増穂

西小学校の閉校に西小学校の閉校に西小学校の閉校に西小学校の閉校に伴い、所要の改正を行う必要がありますので伴い、所要の改正を行う必要がありますので伴い、所要の改正を行う必要がありますので伴い、所要の改正を行う必要がありますので、、、、この改正条例を提案すこの改正条例を提案すこの改正条例を提案すこの改正条例を提案す

るものであります。るものであります。るものであります。るものであります。    

よろしくお願いよろしくお願いよろしくお願いよろしくお願いいたします。いたします。いたします。いたします。    

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）    

次に、議案第７４号次に、議案第７４号次に、議案第７４号次に、議案第７４号の補足説明を求めます。の補足説明を求めます。の補足説明を求めます。の補足説明を求めます。    

教育総務教育総務教育総務教育総務課長課長課長課長    野中正人野中正人野中正人野中正人君君君君。。。。        

〇教育総務課長（野中正〇教育総務課長（野中正〇教育総務課長（野中正〇教育総務課長（野中正人君）人君）人君）人君）    

議案第議案第議案第議案第７４号７４号７４号７４号    富士川町富士川町富士川町富士川町立立立立小中学校設置条例の一部改正をする条例についての補足説小中学校設置条例の一部改正をする条例についての補足説小中学校設置条例の一部改正をする条例についての補足説小中学校設置条例の一部改正をする条例についての補足説

明をさせていただきます。富士川町立小中学校設置条例の一部を改正する条例を別紙の明をさせていただきます。富士川町立小中学校設置条例の一部を改正する条例を別紙の明をさせていただきます。富士川町立小中学校設置条例の一部を改正する条例を別紙の明をさせていただきます。富士川町立小中学校設置条例の一部を改正する条例を別紙の

とおり定めるものとする。平成とおり定めるものとする。平成とおり定めるものとする。平成とおり定めるものとする。平成２６年１０月１５日提出２６年１０月１５日提出２６年１０月１５日提出２６年１０月１５日提出    富士川町長富士川町長富士川町長富士川町長    志村学。先ほど志村学。先ほど志村学。先ほど志村学。先ほど

町長から説明がありましたように、町長から説明がありましたように、町長から説明がありましたように、町長から説明がありましたように、増穂西小学校増穂西小学校増穂西小学校増穂西小学校のののの廃校廃校廃校廃校に伴いに伴いに伴いに伴い、、、、本条例の一部を改正す本条例の一部を改正す本条例の一部を改正す本条例の一部を改正す

るものでございます。第３条中のるものでございます。第３条中のるものでございます。第３条中のるものでございます。第３条中の表の、「表の、「表の、「表の、「富士川町富士川町富士川町富士川町立立立立増穂西小学校増穂西小学校増穂西小学校増穂西小学校」」」」のののの項を項を項を項を削るものでご削るものでご削るものでご削るものでご
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ざいます。附則といたしましてざいます。附則といたしましてざいます。附則といたしましてざいます。附則といたしまして、、、、施行期日でございますけれども施行期日でございますけれども施行期日でございますけれども施行期日でございますけれども、本条例につきまして、本条例につきまして、本条例につきまして、本条例につきまして

はははは平成平成平成平成２７年２７年２７年２７年４月４月４月４月１日１日１日１日から施行するといから施行するといから施行するといから施行するということでございます。２うことでございます。２うことでございます。２うことでございます。２の関連条例といたしまの関連条例といたしまの関連条例といたしまの関連条例といたしま

して、富士川町して、富士川町して、富士川町して、富士川町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償にかかる条例の一部を改特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償にかかる条例の一部を改特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償にかかる条例の一部を改特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償にかかる条例の一部を改

正いたします。条例の別表中正いたします。条例の別表中正いたします。条例の別表中正いたします。条例の別表中、増穂西小学校校医、増穂西小学校校医、増穂西小学校校医、増穂西小学校校医のののの報酬報酬報酬報酬部分について部分について部分について部分について削るもので削るもので削るもので削るものでございございございござい

ます。ます。ます。ます。    

以上です。以上です。以上です。以上です。    

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）    

以上で、町長の提案理由ならびに担当課長の補足説明が終わりました。以上で、町長の提案理由ならびに担当課長の補足説明が終わりました。以上で、町長の提案理由ならびに担当課長の補足説明が終わりました。以上で、町長の提案理由ならびに担当課長の補足説明が終わりました。    

これから、議案第これから、議案第これから、議案第これから、議案第７４７４７４７４号の質疑を行います。号の質疑を行います。号の質疑を行います。号の質疑を行います。    

質疑はありませんか。質疑はありませんか。質疑はありませんか。質疑はありませんか。    

１１番、市川淳子さん。１１番、市川淳子さん。１１番、市川淳子さん。１１番、市川淳子さん。    

〇１１番議員（市川淳子さん）〇１１番議員（市川淳子さん）〇１１番議員（市川淳子さん）〇１１番議員（市川淳子さん）    

                    質問さ質問さ質問さ質問させせせせていただきます。まずていただきます。まずていただきます。まずていただきます。まず１１１１つ目の質問は教育委員会に対してであります。つ目の質問は教育委員会に対してであります。つ目の質問は教育委員会に対してであります。つ目の質問は教育委員会に対してであります。    

教育教育教育教育委員会で示され委員会で示され委員会で示され委員会で示されたたたた富士川町富士川町富士川町富士川町学校規模学校規模学校規模学校規模適正化基本方針というのが適正化基本方針というのが適正化基本方針というのが適正化基本方針というのが、、、、今手元にござい今手元にござい今手元にござい今手元にござい

ます。その中で富士川町における基本方針というところでます。その中で富士川町における基本方針というところでます。その中で富士川町における基本方針というところでます。その中で富士川町における基本方針というところで、、、、ちょっと読ませていただきちょっと読ませていただきちょっと読ませていただきちょっと読ませていただき

ますますますます。抜粋し。抜粋し。抜粋し。抜粋しますがますがますがますが「「「「富士川町においては、地域の実情等を踏まえ、学校の最小規模と富士川町においては、地域の実情等を踏まえ、学校の最小規模と富士川町においては、地域の実情等を踏まえ、学校の最小規模と富士川町においては、地域の実情等を踏まえ、学校の最小規模と

してはしてはしてはしては、、、、集団学習による教育効果を上げられるとともに集団学習による教育効果を上げられるとともに集団学習による教育効果を上げられるとともに集団学習による教育効果を上げられるとともに、、、、多様な人間関係の中で切磋琢多様な人間関係の中で切磋琢多様な人間関係の中で切磋琢多様な人間関係の中で切磋琢

磨しながら社会性や協調性磨しながら社会性や協調性磨しながら社会性や協調性磨しながら社会性や協調性、、、、連帯感を培うための教育環境が必要であると考え連帯感を培うための教育環境が必要であると考え連帯感を培うための教育環境が必要であると考え連帯感を培うための教育環境が必要であると考えるるるる。この。この。この。この

ためにためにためにためには、は、は、は、答申と同様に適正規模について、１学年１学級を下限とすることを基本方針答申と同様に適正規模について、１学年１学級を下限とすることを基本方針答申と同様に適正規模について、１学年１学級を下限とすることを基本方針答申と同様に適正規模について、１学年１学級を下限とすることを基本方針

とするとするとするとする」」」」ということでということでということでということで、、、、これは前々から１学年１学級とこれは前々から１学年１学級とこれは前々から１学年１学級とこれは前々から１学年１学級ということはどういうことかといいうことはどういうことかといいうことはどういうことかといいうことはどういうことかとい

うことで問い合わせてあります。その回答は、１学年にうことで問い合わせてあります。その回答は、１学年にうことで問い合わせてあります。その回答は、１学年にうことで問い合わせてあります。その回答は、１学年に１１１１人以上ということが基本とい人以上ということが基本とい人以上ということが基本とい人以上ということが基本とい

うことであります。先ほどからうことであります。先ほどからうことであります。先ほどからうことであります。先ほどから２人以上が２人以上が２人以上が２人以上が望ましいけれども、この望ましいけれども、この望ましいけれども、この望ましいけれども、この下限下限下限下限をををを１人、１人、１人、１人、１学年１学年１学年１学年

１学級ということにして１学級ということにして１学級ということにして１学級ということにして２人に２人に２人に２人にしなかったという理由、それはどういうことで、ここしなかったという理由、それはどういうことで、ここしなかったという理由、それはどういうことで、ここしなかったという理由、それはどういうことで、ここをををを

２２２２人にしなかったんですか。人にしなかったんですか。人にしなかったんですか。人にしなかったんですか。    

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）    

                    教育長教育長教育長教育長    堀口広秋君。堀口広秋君。堀口広秋君。堀口広秋君。    

〇教育長（堀口広秋君）〇教育長（堀口広秋君）〇教育長（堀口広秋君）〇教育長（堀口広秋君）    

                    ただいまの質問にお答えします。ただいまの質問にお答えします。ただいまの質問にお答えします。ただいまの質問にお答えします。教育委員会の基本方針の中には教育委員会の基本方針の中には教育委員会の基本方針の中には教育委員会の基本方針の中には、、、、１学年１学級を基１学年１学級を基１学年１学級を基１学年１学級を基

本方針とする本方針とする本方針とする本方針とすると、と、と、と、そのそのそのそのように書いてあります。その基本ように書いてあります。その基本ように書いてあります。その基本ように書いてあります。その基本方針方針方針方針のののの作作作作成の中において、成の中において、成の中において、成の中において、複数複数複数複数

いるといういるといういるといういるという表記を削りましたのは表記を削りましたのは表記を削りましたのは表記を削りましたのは、複数まで、複数まで、複数まで、複数までそこにそこにそこにそこに表記をする必要はない表記をする必要はない表記をする必要はない表記をする必要はないだろうとだろうとだろうとだろうといういういういう

ことで、ただことで、ただことで、ただことで、ただ、、、、教育委員会から町長に教育委員会から町長に教育委員会から町長に教育委員会から町長に答申として教育委員会の答申として教育委員会の答申として教育委員会の答申として教育委員会の考えを説明するときに考えを説明するときに考えを説明するときに考えを説明するときに、、、、

当時の当時の当時の当時の田草川委員長田草川委員長田草川委員長田草川委員長から、から、から、から、町長には町長には町長には町長には１学年１学級を１学年１学級を１学年１学級を１学年１学級を下限としてください、下限としてください、下限としてください、下限としてください、教育委員会の教育委員会の教育委員会の教育委員会の

考え方の考え方の考え方の考え方の中には複数いることが望ましいということを申し伝えました。中には複数いることが望ましいということを申し伝えました。中には複数いることが望ましいということを申し伝えました。中には複数いることが望ましいということを申し伝えました。    

                    以上でございます。以上でございます。以上でございます。以上でございます。    

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）    



９９９９     

市川淳子さん。市川淳子さん。市川淳子さん。市川淳子さん。    

〇１１番議員（市川淳子さん）〇１１番議員（市川淳子さん）〇１１番議員（市川淳子さん）〇１１番議員（市川淳子さん）    

                    望ましいということで望ましいということで望ましいということで望ましいということで、、、、基本方針ではないということで理解しました。次に町長にお基本方針ではないということで理解しました。次に町長にお基本方針ではないということで理解しました。次に町長にお基本方針ではないということで理解しました。次に町長にお

伺いしま伺いしま伺いしま伺いします。昨年の今ごろす。昨年の今ごろす。昨年の今ごろす。昨年の今ごろ、ちょうど、ちょうど、ちょうど、ちょうどこういう議論がなされました。そして、そのこういう議論がなされました。そして、そのこういう議論がなされました。そして、そのこういう議論がなされました。そして、その時は時は時は時は

西西西西小学校には６人しかいなかったんです。このままでいくと小学校には６人しかいなかったんです。このままでいくと小学校には６人しかいなかったんです。このままでいくと小学校には６人しかいなかったんです。このままでいくと４４４４人にな人にな人にな人になってしまうってしまうってしまうってしまう。しか。しか。しか。しか

もももも、その中の、その中の、その中の、その中の何人かが何人かが何人かが何人かが、、、、ほとんどほとんどほとんどほとんど下から通っている方下から通っている方下から通っている方下から通っている方たちたちたちたちだとだとだとだということでいうことでいうことでいうことで、、、、非常に非常に非常に非常にあやあやあやあや

ういとういとういとういということで、いうことで、いうことで、いうことで、閉校閉校閉校閉校ということが出てきたと思いますということが出てきたと思いますということが出てきたと思いますということが出てきたと思います。。。。これは当然だったと思いまこれは当然だったと思いまこれは当然だったと思いまこれは当然だったと思いま

すすすす。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、先ほど町長からただし書きのこ先ほど町長からただし書きのこ先ほど町長からただし書きのこ先ほど町長からただし書きのことをとをとをとを入れたというお話がありました。私は入れたというお話がありました。私は入れたというお話がありました。私は入れたというお話がありました。私は

今今今今、町長が、町長が、町長が、町長がただし書きを入ただし書きを入ただし書きを入ただし書きを入れたことにれたことにれたことにれたことに関して、非常に感謝申し上げています。なぜなら関して、非常に感謝申し上げています。なぜなら関して、非常に感謝申し上げています。なぜなら関して、非常に感謝申し上げています。なぜなら

ばばばば、、、、このただし書きがあって、その当時のときから１年間このただし書きがあって、その当時のときから１年間このただし書きがあって、その当時のときから１年間このただし書きがあって、その当時のときから１年間どういうどういうどういうどういう可能性があったか可能性があったか可能性があったか可能性があったか、、、、

どういう可能性がここで生まれたかということを実証できたからであります。どういう可能性がここで生まれたかということを実証できたからであります。どういう可能性がここで生まれたかということを実証できたからであります。どういう可能性がここで生まれたかということを実証できたからであります。非常に高非常に高非常に高非常に高

いハードルでした。にもいハードルでした。にもいハードルでした。にもいハードルでした。にもかかわらずかかわらずかかわらずかかわらず、、、、今今今今、、、、平成平成平成平成２７年２７年２７年２７年には資料でには資料でには資料でには資料でごごごご案内したとと案内したとと案内したとと案内したととおり、おり、おり、おり、

１２名１２名１２名１２名の子供たちがいることになります。そしての子供たちがいることになります。そしての子供たちがいることになります。そしての子供たちがいることになります。そして、去年の今頃は６人、去年の今頃は６人、去年の今頃は６人、去年の今頃は６人の児童の中で平林の児童の中で平林の児童の中で平林の児童の中で平林

のののの在住の子が２名、でも在住の子が２名、でも在住の子が２名、でも在住の子が２名、でも平成平成平成平成２７２７２７２７年のこの推計といいますか年のこの推計といいますか年のこの推計といいますか年のこの推計といいますか、、、、これもかなり確実なものこれもかなり確実なものこれもかなり確実なものこれもかなり確実なもの

ですがですがですがですが平林の在住の子が９人平林の在住の子が９人平林の在住の子が９人平林の在住の子が９人になるんです。そしてになるんです。そしてになるんです。そしてになるんです。そして、、、、質問に移りますけれども質問に移りますけれども質問に移りますけれども質問に移りますけれども、、、、昨年昨年昨年昨年、、、、

この理由が書いてあったんですこの理由が書いてあったんですこの理由が書いてあったんですこの理由が書いてあったんです。。。。町が町が町が町が、、、、どうしてどうしてどうしてどうして統廃合をこういう形で統廃合をこういう形で統廃合をこういう形で統廃合をこういう形でしたかという中したかという中したかという中したかという中

のののの、、、、この理由の中のこの理由の中のこの理由の中のこの理由の中の一つにこう書いてあったんです。一つにこう書いてあったんです。一つにこう書いてあったんです。一つにこう書いてあったんです。「中部「中部「中部「中部小学校は平成小学校は平成小学校は平成小学校は平成２６年度２６年度２６年度２６年度の時点の時点の時点の時点

で児童がで児童がで児童がで児童が１１１１人になる人になる人になる人になるこここことととと」、」、」、」、そしてそしてそしてそして「「「「増穂西小学校は、地域の増穂西小学校は、地域の増穂西小学校は、地域の増穂西小学校は、地域の要望や要望や要望や要望や議会での議論を踏ま議会での議論を踏ま議会での議論を踏ま議会での議論を踏ま

える中で、える中で、える中で、える中で、現状では現状では現状では現状では平成平成平成平成２６年度は２６年度は２６年度は２６年度は児童５人児童５人児童５人児童５人、、、、平成平成平成平成２７年度は児童が２７年度は児童が２７年度は児童が２７年度は児童が３人３人３人３人、、、、平成平成平成平成２８年２８年２８年２８年

度には度には度には度には児童が児童が児童が児童が１１１１人になることから人になることから人になることから人になることから、１、１、１、１人人人人転校転校転校転校を避ける必要があるを避ける必要があるを避ける必要があるを避ける必要がある」」」」ということが大きなということが大きなということが大きなということが大きな

理由で書いてあるんです。理由で書いてあるんです。理由で書いてあるんです。理由で書いてあるんです。今、平成２８年度の児童は１０人いるんです。１人転校でな今、平成２８年度の児童は１０人いるんです。１人転校でな今、平成２８年度の児童は１０人いるんです。１人転校でな今、平成２８年度の児童は１０人いるんです。１人転校でな

いという現状が、可能性が非常に高くなっていることにいという現状が、可能性が非常に高くなっていることにいという現状が、可能性が非常に高くなっていることにいという現状が、可能性が非常に高くなっていることに対して対して対して対して町長は町長は町長は町長はどう考えますか。どう考えますか。どう考えますか。どう考えますか。    

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）    

町長町長町長町長    志村学君。志村学君。志村学君。志村学君。    

〇町長（志村学君〇町長（志村学君〇町長（志村学君〇町長（志村学君））））        

                    市川議員の市川議員の市川議員の市川議員の質問にお答えいたします。ただいまの質問にお答えいたします。ただいまの質問にお答えいたします。ただいまの質問にお答えいたします。ただいまの理由理由理由理由のところは、９月ののところは、９月ののところは、９月ののところは、９月の議会の議会の議会の議会の特別特別特別特別

委員会のときに出したものであります。９月の委員会のときに出したものであります。９月の委員会のときに出したものであります。９月の委員会のときに出したものであります。９月のときのときのときのときの特別委員会を特別委員会を特別委員会を特別委員会を拝聴させて拝聴させて拝聴させて拝聴させていただきいただきいただきいただき

ましたが、教育委員会の基本どおりでいいじゃないかというましたが、教育委員会の基本どおりでいいじゃないかというましたが、教育委員会の基本どおりでいいじゃないかというましたが、教育委員会の基本どおりでいいじゃないかという議員議員議員議員が４名おりまが４名おりまが４名おりまが４名おりましたしたしたした。そ。そ。そ。そ

して、して、して、して、２５年度末を２５年度末を２５年度末を２５年度末をもってもってもってもって西小西小西小西小をををを廃校廃校廃校廃校するするするするののののはいかがかはいかがかはいかがかはいかがか、、、、１１１１～２～２～２～２年残すべきと言う年残すべきと言う年残すべきと言う年残すべきと言う議員議員議員議員

が９が９が９が９月時点で月時点で月時点で月時点で１０名１０名１０名１０名おりまおりまおりまおりましたしたしたした。そして、。そして、。そして、。そして、西小西小西小西小については存続させるべきというについては存続させるべきというについては存続させるべきというについては存続させるべきという議員が議員が議員が議員が

２名おりました。そのときに２名おりました。そのときに２名おりました。そのときに２名おりました。そのときに町町町町のののの考え方を問われたのが今のところであります考え方を問われたのが今のところであります考え方を問われたのが今のところであります考え方を問われたのが今のところであります。そして。そして。そして。そして

１０月に１０月に１０月に１０月に再度再度再度再度議会議会議会議会特別委員会が開特別委員会が開特別委員会が開特別委員会が開かれまして、町の考え方かれまして、町の考え方かれまして、町の考え方かれまして、町の考え方でいいのではないかでいいのではないかでいいのではないかでいいのではないかとととという議いう議いう議いう議

員員員員がががが７名７名７名７名。。。。児童の推移を見ながら児童の推移を見ながら児童の推移を見ながら児童の推移を見ながら、もうちょっとした、もうちょっとした、もうちょっとした、もうちょっとしたほうがいいが２ほうがいいが２ほうがいいが２ほうがいいが２名名名名。。。。そして、そして、そして、そして、１年１年１年１年

後の閉校は後の閉校は後の閉校は後の閉校はやめるべきだという議員がやめるべきだという議員がやめるべきだという議員がやめるべきだという議員が６名６名６名６名いました。いました。いました。いました。不明の不明の不明の不明の方もおりましたけども、こ方もおりましたけども、こ方もおりましたけども、こ方もおりましたけども、こ

うしたことを踏まえながら、ただし書きをつけながら１年延長したわけでありますけどうしたことを踏まえながら、ただし書きをつけながら１年延長したわけでありますけどうしたことを踏まえながら、ただし書きをつけながら１年延長したわけでありますけどうしたことを踏まえながら、ただし書きをつけながら１年延長したわけでありますけど
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も、この時点でのも、この時点でのも、この時点でのも、この時点での理由とすれば、そのときにも説明したのが鰍沢中部小学校は２５理由とすれば、そのときにも説明したのが鰍沢中部小学校は２５理由とすれば、そのときにも説明したのが鰍沢中部小学校は２５理由とすれば、そのときにも説明したのが鰍沢中部小学校は２５年度年度年度年度

末をもって末をもって末をもって末をもって閉校閉校閉校閉校する。増穂西小学校につする。増穂西小学校につする。増穂西小学校につする。増穂西小学校については２６いては２６いては２６いては２６年度末をもって閉校する年度末をもって閉校する年度末をもって閉校する年度末をもって閉校する。。。。そのときそのときそのときそのとき

の理由がその理由でありましたけども、このの理由がその理由でありましたけども、このの理由がその理由でありましたけども、このの理由がその理由でありましたけども、このときは１ときは１ときは１ときは１人の人の人の人の転校を転校を転校を転校を避けるべきという避けるべきという避けるべきという避けるべきというものものものもの

が主体でありまが主体でありまが主体でありまが主体でありましたしたしたした。しかし。しかし。しかし。しかし、、、、先ほど言いましたように、再度検討を重ねる中で、集団先ほど言いましたように、再度検討を重ねる中で、集団先ほど言いましたように、再度検討を重ねる中で、集団先ほど言いましたように、再度検討を重ねる中で、集団

的な学習、あるいは集団による的な学習、あるいは集団による的な学習、あるいは集団による的な学習、あるいは集団による行動、行動、行動、行動、そしてまた何よりも耐震化されてないそしてまた何よりも耐震化されてないそしてまた何よりも耐震化されてないそしてまた何よりも耐震化されてない校舎での校舎での校舎での校舎での学学学学

びというのはいびというのはいびというのはいびというのはいかがなものかということから、今回の結論に至ったところであります。かがなものかということから、今回の結論に至ったところであります。かがなものかということから、今回の結論に至ったところであります。かがなものかということから、今回の結論に至ったところであります。    

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）    

市川淳子さん。市川淳子さん。市川淳子さん。市川淳子さん。    

〇１１番議員（市川淳子さん）〇１１番議員（市川淳子さん）〇１１番議員（市川淳子さん）〇１１番議員（市川淳子さん）    

                    その時点でその時点でその時点でその時点で、、、、耐震化の話が全く出てなかったんですね耐震化の話が全く出てなかったんですね耐震化の話が全く出てなかったんですね耐震化の話が全く出てなかったんですね。。。。ここにきてここにきてここにきてここにきて耐震耐震耐震耐震ということはということはということはということは

ちょっと議論にちょっと議論にちょっと議論にちょっと議論にそぐわないのでそぐわないのでそぐわないのでそぐわないので私はしませんけど、先ほど町長の提案理由の中で私はしませんけど、先ほど町長の提案理由の中で私はしませんけど、先ほど町長の提案理由の中で私はしませんけど、先ほど町長の提案理由の中で、、、、３年３年３年３年

後のお話がありました。後のお話がありました。後のお話がありました。後のお話がありました。今、１年経った時点今、１年経った時点今、１年経った時点今、１年経った時点ででででこのような動きがあったんです。今の時このような動きがあったんです。今の時このような動きがあったんです。今の時このような動きがあったんです。今の時

点でこの点でこの点でこの点でこの人数、人数、人数、人数、３年３年３年３年でもこの人数でもこの人数でもこの人数でもこの人数というふうに町長はお考えになっているのか。あるいというふうに町長はお考えになっているのか。あるいというふうに町長はお考えになっているのか。あるいというふうに町長はお考えになっているのか。あるい

はははは、３年後には何倍、３年後には何倍、３年後には何倍、３年後には何倍になってになってになってになっているのいるのいるのいるのかわかりませんけれども、かわかりませんけれども、かわかりませんけれども、かわかりませんけれども、こういうこういうこういうこういう可能性がないと可能性がないと可能性がないと可能性がないと

いう判断のもとで今のお気持ちがあるのか、いう判断のもとで今のお気持ちがあるのか、いう判断のもとで今のお気持ちがあるのか、いう判断のもとで今のお気持ちがあるのか、可能性ということで可能性ということで可能性ということで可能性ということで考えてみた考えてみた考えてみた考えてみた時に時に時に時に、、、、このこのこのこの

実証実証実証実証された１年間の実証された１年間の実証された１年間の実証された１年間の実証数数数数、、、、これをどこれをどこれをどこれをどのようのようのようのようにお受けとめになっているのかお伺いしまにお受けとめになっているのかお伺いしまにお受けとめになっているのかお伺いしまにお受けとめになっているのかお伺いしま

す。す。す。す。    

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）    

町長町長町長町長    志村学君。志村学君。志村学君。志村学君。    

〇町長（志村学君）〇町長（志村学君）〇町長（志村学君）〇町長（志村学君）        

                    西西西西小小小小の子どもたちの問題につきましてはの子どもたちの問題につきましてはの子どもたちの問題につきましてはの子どもたちの問題につきましては、、、、本当本当本当本当１０何１０何１０何１０何年年年年、２０、２０、２０、２０年近く前から年近く前から年近く前から年近く前から地域地域地域地域の皆の皆の皆の皆

さんさんさんさん、、、、保保保保護者の皆さんが護者の皆さんが護者の皆さんが護者の皆さんが協力をしながら子どもの確保協力をしながら子どもの確保協力をしながら子どもの確保協力をしながら子どもの確保に努力をされてきたに努力をされてきたに努力をされてきたに努力をされてきた、というのは、というのは、というのは、というのは

私も承知私も承知私も承知私も承知しております。そして、昨年しております。そして、昨年しております。そして、昨年しております。そして、昨年、、、、統合という言葉が統合という言葉が統合という言葉が統合という言葉が、２、２、２、２文字が出たのが一つの文字が出たのが一つの文字が出たのが一つの文字が出たのが一つの発発発発

憤材料に憤材料に憤材料に憤材料になったなったなったなったのではのではのではのではないかなと思ってないかなと思ってないかなと思ってないかなと思っていいいいます。そのます。そのます。そのます。その間間間間に、保護者の皆さんに、保護者の皆さんに、保護者の皆さんに、保護者の皆さん、、、、地域の皆地域の皆地域の皆地域の皆

さん、本当にさん、本当にさん、本当にさん、本当に西小学校西小学校西小学校西小学校の将来の将来の将来の将来がががが危ぶまれる皆さんが一生懸命危ぶまれる皆さんが一生懸命危ぶまれる皆さんが一生懸命危ぶまれる皆さんが一生懸命ごごごご努力をされて、こうした努力をされて、こうした努力をされて、こうした努力をされて、こうした

数字が確保数字が確保数字が確保数字が確保、、、、あるいは期待が持てる数字が出てあるいは期待が持てる数字が出てあるいは期待が持てる数字が出てあるいは期待が持てる数字が出ていいいいるというのはるというのはるというのはるというのは、、、、非常に非常に非常に非常に、すごい成果が、すごい成果が、すごい成果が、すごい成果が

出ているなと思っています。また、私ども出ているなと思っています。また、私ども出ているなと思っています。また、私ども出ているなと思っています。また、私ども昨年来、耐震の話も一緒にこれは出ておりま昨年来、耐震の話も一緒にこれは出ておりま昨年来、耐震の話も一緒にこれは出ておりま昨年来、耐震の話も一緒にこれは出ておりま

すすすすのののので、今、急にで、今、急にで、今、急にで、今、急に湧いてきた話湧いてきた話湧いてきた話湧いてきた話ででででははははありませんけれどもありませんけれどもありませんけれどもありませんけれども、、、、学校学校学校学校を残すを残すを残すを残すのであれば耐震化のであれば耐震化のであれば耐震化のであれば耐震化

をしていかなければをしていかなければをしていかなければをしていかなければいいいいけないという一つの課題もあります。そういう中でけないという一つの課題もあります。そういう中でけないという一つの課題もあります。そういう中でけないという一つの課題もあります。そういう中で１年１年１年１年の延長をの延長をの延長をの延長を

してしてしてしてきたのきたのきたのきたのですがですがですがですが、、、、９月末時点で９月末時点で９月末時点で９月末時点でははははクリアしてなかったものがクリアしてなかったものがクリアしてなかったものがクリアしてなかったものが、、、、各学年に各学年に各学年に各学年に１人ずつ確保１人ずつ確保１人ずつ確保１人ずつ確保

できそうだという今できそうだという今できそうだという今できそうだという今のののの状況の中から状況の中から状況の中から状況の中から、、、、町としても町としても町としても町としても、、、、教育委員会としても、再度検討した教育委員会としても、再度検討した教育委員会としても、再度検討した教育委員会としても、再度検討した

わけでありますけどもわけでありますけどもわけでありますけどもわけでありますけども、、、、今、確か平成今、確か平成今、確か平成今、確か平成２７年は９名２７年は９名２７年は９名２７年は９名の１名、の１名、の１名、の１名、１０名が確保１０名が確保１０名が確保１０名が確保された。された。された。された。２８２８２８２８

年度は１０名、２９年度は１０名、２９年度は１０名、２９年度は１０名、２９年度は年度は年度は年度は１１名１１名１１名１１名の確保が可能だとは思います。ただ、平成の確保が可能だとは思います。ただ、平成の確保が可能だとは思います。ただ、平成の確保が可能だとは思います。ただ、平成３０年３１３０年３１３０年３１３０年３１

年になると、私が年になると、私が年になると、私が年になると、私がいただいていただいていただいていただいていいいいる表ではる表ではる表ではる表では１１１１学年学年学年学年が「０」とが「０」とが「０」とが「０」という形になっいう形になっいう形になっいう形になってくる。そうすてくる。そうすてくる。そうすてくる。そうす

ると、やはりると、やはりると、やはりると、やはり教育委教育委教育委教育委員会の員会の員会の員会の示している示している示している示している数字を数字を数字を数字を満たす満たす満たす満たす状況にはない状況にはない状況にはない状況にはないののののではないか。それよではないか。それよではないか。それよではないか。それよ
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りも何よりも、りも何よりも、りも何よりも、りも何よりも、子どもたちが子どもたちが子どもたちが子どもたちが今今今今学んでいる学んでいる学んでいる学んでいる校舎が耐震化されていないというのが一番で校舎が耐震化されていないというのが一番で校舎が耐震化されていないというのが一番で校舎が耐震化されていないというのが一番で

あります。地域の皆さんあります。地域の皆さんあります。地域の皆さんあります。地域の皆さん、保、保、保、保護者の皆さんが努力をしてくれたことには護者の皆さんが努力をしてくれたことには護者の皆さんが努力をしてくれたことには護者の皆さんが努力をしてくれたことには、、、、すごすごすごすごいパワーいパワーいパワーいパワー

とととと熱意には感謝を申し上げております。これからも平林地区につきましては、しっかり熱意には感謝を申し上げております。これからも平林地区につきましては、しっかり熱意には感謝を申し上げております。これからも平林地区につきましては、しっかり熱意には感謝を申し上げております。これからも平林地区につきましては、しっかり

役場も役場も役場も役場も応援をし、支援を応援をし、支援を応援をし、支援を応援をし、支援をしていきたいしていきたいしていきたいしていきたいと思っていると思っていると思っていると思っているところでところでところでところでありまありまありまあります。す。す。す。    

○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）    

市川淳子さん。市川淳子さん。市川淳子さん。市川淳子さん。    

〇１１番議員（市川淳子さん）〇１１番議員（市川淳子さん）〇１１番議員（市川淳子さん）〇１１番議員（市川淳子さん）    

                    ３つに３つに３つに３つになりますのでこれで終わりますがなりますのでこれで終わりますがなりますのでこれで終わりますがなりますのでこれで終わりますが、１７名の、１７名の、１７名の、１７名の人数が今平林に人数が今平林に人数が今平林に人数が今平林に増えていると増えていると増えていると増えているといいいいうううう

こと。こと。こと。こと。５００人５００人５００人５００人アップ作戦にアップ作戦にアップ作戦にアップ作戦にかなりのかなりのかなりのかなりの貢献をして貢献をして貢献をして貢献をしていいいいるるるるのではなのではなのではなのではないかということで、そういかということで、そういかということで、そういかということで、そう

いう方たちのいう方たちのいう方たちのいう方たちのおおおお気持ちを不十分気持ちを不十分気持ちを不十分気持ちを不十分察する察する察する察する中で中で中で中で、、、、再度研究していただきたいなと思っており再度研究していただきたいなと思っており再度研究していただきたいなと思っており再度研究していただきたいなと思っており

ますますますます。終わります。。終わります。。終わります。。終わります。    

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）    

ほかに質疑ありませんか。ほかに質疑ありませんか。ほかに質疑ありませんか。ほかに質疑ありませんか。    

４番、青栁光仁君。４番、青栁光仁君。４番、青栁光仁君。４番、青栁光仁君。    

〇４番議員（青栁光仁君）〇４番議員（青栁光仁君）〇４番議員（青栁光仁君）〇４番議員（青栁光仁君）    

                    議長のお許しが出た議長のお許しが出た議長のお許しが出た議長のお許しが出たののののでででで、、、、２点ほど質問さ２点ほど質問さ２点ほど質問さ２点ほど質問させせせせていただきます。まず初めにていただきます。まず初めにていただきます。まず初めにていただきます。まず初めに、、、、先ごろ教先ごろ教先ごろ教先ごろ教

育厚生常任委員会でまとめられました育厚生常任委員会でまとめられました育厚生常任委員会でまとめられました育厚生常任委員会でまとめられました請願請願請願請願に対する否決ですけどに対する否決ですけどに対する否決ですけどに対する否決ですけど、、、、そのとき私はそのとき私はそのとき私はそのとき私は、、、、教育教育教育教育

厚生常任委員会の決定に厚生常任委員会の決定に厚生常任委員会の決定に厚生常任委員会の決定にしたがって、したがって、したがって、したがって、統合やむなしという方へ賛成いたしました。そ統合やむなしという方へ賛成いたしました。そ統合やむなしという方へ賛成いたしました。そ統合やむなしという方へ賛成いたしました。それれれれ

はあくまでも、はあくまでも、はあくまでも、はあくまでも、先ほど来お話があります先ほど来お話があります先ほど来お話があります先ほど来お話があります、、、、各学年１各学年１各学年１各学年１名名名名以上という条件と以上という条件と以上という条件と以上という条件と、、、、それからそれからそれからそれから、、、、そそそそ

れが満たされていなかったということと、れが満たされていなかったということと、れが満たされていなかったということと、れが満たされていなかったということと、５５５５年延長してくれという請願であった年延長してくれという請願であった年延長してくれという請願であった年延長してくれという請願であったののののでででで、、、、

残念ながら統合という方に賛成の意を残念ながら統合という方に賛成の意を残念ながら統合という方に賛成の意を残念ながら統合という方に賛成の意を表表表表しました。本日伺いたいのはしました。本日伺いたいのはしました。本日伺いたいのはしました。本日伺いたいのは、、、、昨年、今ごろの昨年、今ごろの昨年、今ごろの昨年、今ごろの

時点で時点で時点で時点で、２６年度、２６年度、２６年度、２６年度条件が満たされなければ統合と条件が満たされなければ統合と条件が満たされなければ統合と条件が満たされなければ統合と、、、、先ほどの町長のお話にもありました先ほどの町長のお話にもありました先ほどの町長のお話にもありました先ほどの町長のお話にもありました

けれどもけれどもけれどもけれども、、、、各学年２人以上在籍することが望ましいということ。それと各学年２人以上在籍することが望ましいということ。それと各学年２人以上在籍することが望ましいということ。それと各学年２人以上在籍することが望ましいということ。それと合わせた資料で合わせた資料で合わせた資料で合わせた資料で

町としての考え方に町としての考え方に町としての考え方に町としての考え方に「平「平「平「平成成成成２６２６２６２６年度末をもって閉校とする。ただし年度末をもって閉校とする。ただし年度末をもって閉校とする。ただし年度末をもって閉校とする。ただし、この間、、この間、、この間、、この間、通学区域通学区域通学区域通学区域

内において、内において、内において、内において、町町町町教育委員会が策定した基本方針教育委員会が策定した基本方針教育委員会が策定した基本方針教育委員会が策定した基本方針を満たすなど条件が整えば閉校年度を検を満たすなど条件が整えば閉校年度を検を満たすなど条件が整えば閉校年度を検を満たすなど条件が整えば閉校年度を検

討する討する討する討する」」」」という町の結論が出ております。私という町の結論が出ております。私という町の結論が出ております。私という町の結論が出ております。私が聞きが聞きが聞きが聞き及びますところ及びますところ及びますところ及びますところ、各、各、各、各学年１名以上学年１名以上学年１名以上学年１名以上、、、、

それから平林地区からの通学。これが整えば、ここにあるそれから平林地区からの通学。これが整えば、ここにあるそれから平林地区からの通学。これが整えば、ここにあるそれから平林地区からの通学。これが整えば、ここにある閉校閉校閉校閉校年度を検討するとなって年度を検討するとなって年度を検討するとなって年度を検討するとなって

おりますがおりますがおりますがおりますが、そのへん、そのへん、そのへん、そのへん今の当局のお考えをお聞かせください。今の当局のお考えをお聞かせください。今の当局のお考えをお聞かせください。今の当局のお考えをお聞かせください。    

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）    

町長町長町長町長    志村学君。志村学君。志村学君。志村学君。    

〇町長（志村学君）〇町長（志村学君）〇町長（志村学君）〇町長（志村学君）        

                    提案理由でも提案理由でも提案理由でも提案理由でも説明をさせていただきましたが、説明をさせていただきましたが、説明をさせていただきましたが、説明をさせていただきましたが、議案を議案を議案を議案を提出した提出した提出した提出した時と時と時と時と状況状況状況状況が変わってきが変わってきが変わってきが変わってき

てまいりました。それにつきまして一昨日情報を知り得ましたのてまいりました。それにつきまして一昨日情報を知り得ましたのてまいりました。それにつきまして一昨日情報を知り得ましたのてまいりました。それにつきまして一昨日情報を知り得ましたのでででで、状況が変わってき、状況が変わってき、状況が変わってき、状況が変わってき

ておりますので、昨日、９時からておりますので、昨日、９時からておりますので、昨日、９時からておりますので、昨日、９時から政策会政策会政策会政策会議を開いて町の方針として決めていかなきゃな議を開いて町の方針として決めていかなきゃな議を開いて町の方針として決めていかなきゃな議を開いて町の方針として決めていかなきゃな

ららららないないないない。今、。今、。今、。今、議案は提出議案は提出議案は提出議案は提出してありますけどもしてありますけどもしてありますけどもしてありますけども、、、、町の方針を再度町の方針を再度町の方針を再度町の方針を再度、、、、役場幹部職員と一緒に役場幹部職員と一緒に役場幹部職員と一緒に役場幹部職員と一緒に
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政策会議の中で検討をいたしま政策会議の中で検討をいたしま政策会議の中で検討をいたしま政策会議の中で検討をいたしましたしたしたした。３年間、。３年間、。３年間、。３年間、２７年は１０名２７年は１０名２７年は１０名２７年は１０名、、、、２６年が１０人２６年が１０人２６年が１０人２６年が１０人、、、、２９２９２９２９

年度が１１名、３０、３１年年度が１１名、３０、３１年年度が１１名、３０、３１年年度が１１名、３０、３１年は９名でありますけどもは９名でありますけどもは９名でありますけどもは９名でありますけども、３０年度から、、３０年度から、、３０年度から、、３０年度から、またまたまたまた空白の学年空白の学年空白の学年空白の学年

が出てしまうが出てしまうが出てしまうが出てしまう今後の今後の今後の今後の推移であります。それも踏まえ、そしてまた、推移であります。それも踏まえ、そしてまた、推移であります。それも踏まえ、そしてまた、推移であります。それも踏まえ、そしてまた、先ほど先ほど先ほど先ほど言いました言いました言いました言いました集集集集

団的な学習がこの人数で団的な学習がこの人数で団的な学習がこの人数で団的な学習がこの人数で果たして果たして果たして果たして可能なのか。課題である可能なのか。課題である可能なのか。課題である可能なのか。課題である複式学級が複式学級が複式学級が複式学級が解消できない。解消できない。解消できない。解消できない。町町町町

単教諭を入れれば単教諭を入れれば単教諭を入れれば単教諭を入れればいいわけですがいいわけですがいいわけですがいいわけですが、、、、それでそれでそれでそれで果たしていい教育が果たしていい教育が果たしていい教育が果たしていい教育ができるかどうか。できるかどうか。できるかどうか。できるかどうか。同じ同じ同じ同じ算算算算

数数数数をををを学ぶ学ぶ学ぶ学ぶにしてもにしてもにしてもにしても、、、、一つの自分の考え一つの自分の考え一つの自分の考え一つの自分の考えの解き方しかの解き方しかの解き方しかの解き方しかできない。いろんな方法があると思できない。いろんな方法があると思できない。いろんな方法があると思できない。いろんな方法があると思

うんですね。そういった集団で学ぶうんですね。そういった集団で学ぶうんですね。そういった集団で学ぶうんですね。そういった集団で学ぶ力力力力もつけなければいけない。何よりもやはり先ほどもつけなければいけない。何よりもやはり先ほどもつけなければいけない。何よりもやはり先ほどもつけなければいけない。何よりもやはり先ほど

来言っています来言っています来言っています来言っています、、、、安全なところで勉強していただ安全なところで勉強していただ安全なところで勉強していただ安全なところで勉強していただくためにはくためにはくためにはくためには耐震耐震耐震耐震度度度度のある教室で勉強しのある教室で勉強しのある教室で勉強しのある教室で勉強し

ていただきたい。こんなことを踏まえ、役場の中は役場としてのていただきたい。こんなことを踏まえ、役場の中は役場としてのていただきたい。こんなことを踏まえ、役場の中は役場としてのていただきたい。こんなことを踏まえ、役場の中は役場としての方針を検討方針を検討方針を検討方針を検討いたしましいたしましいたしましいたしまし

た。先送りするばかりでなくて、た。先送りするばかりでなくて、た。先送りするばかりでなくて、た。先送りするばかりでなくて、子どもたちの子どもたちの子どもたちの子どもたちの教育環境をしっかり守って、地域の教育環境をしっかり守って、地域の教育環境をしっかり守って、地域の教育環境をしっかり守って、地域の活性活性活性活性

化化化化は、またそちらでやっていくという中では、またそちらでやっていくという中では、またそちらでやっていくという中では、またそちらでやっていくという中で、町、町、町、町とすれば、今とすれば、今とすれば、今とすれば、今、、、、提出してある提出してある提出してある提出してある議案を議案を議案を議案を議会議会議会議会

で審議していただで審議していただで審議していただで審議していただきたいという結論に達したところきたいという結論に達したところきたいという結論に達したところきたいという結論に達したところであります。であります。であります。であります。    

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）    

青栁光仁君。青栁光仁君。青栁光仁君。青栁光仁君。    

〇４番議員（青栁光仁君）〇４番議員（青栁光仁君）〇４番議員（青栁光仁君）〇４番議員（青栁光仁君）    

                    再度の答弁ありがとうございました。このことを聞いたのは再度の答弁ありがとうございました。このことを聞いたのは再度の答弁ありがとうございました。このことを聞いたのは再度の答弁ありがとうございました。このことを聞いたのは、、、、基本的に私は基本的に私は基本的に私は基本的に私は町町町町長や教長や教長や教長や教

育委員会が決められました集団学習による教育効果育委員会が決められました集団学習による教育効果育委員会が決められました集団学習による教育効果育委員会が決められました集団学習による教育効果、、、、それと先生と生徒がそれと先生と生徒がそれと先生と生徒がそれと先生と生徒が１対１で１対１で１対１で１対１でいいいいいいいい

のかのかのかのか、過小、過小、過小、過小教育に対しては基本的に反対の考えを持っています。何教育に対しては基本的に反対の考えを持っています。何教育に対しては基本的に反対の考えを持っています。何教育に対しては基本的に反対の考えを持っています。何人人人人かの友人の中で切かの友人の中で切かの友人の中で切かの友人の中で切

磋琢磨して、競争をしろということではありませんけれども磋琢磨して、競争をしろということではありませんけれども磋琢磨して、競争をしろということではありませんけれども磋琢磨して、競争をしろということではありませんけれども、、、、違う考えを持った友達が違う考えを持った友達が違う考えを持った友達が違う考えを持った友達が

いるということいるということいるということいるということを学んでいってを学んでいってを学んでいってを学んでいってもらいたいというのが私の基本的な考え方です。ただもらいたいというのが私の基本的な考え方です。ただもらいたいというのが私の基本的な考え方です。ただもらいたいというのが私の基本的な考え方です。ただ、、、、

いまの質問をしたのいまの質問をしたのいまの質問をしたのいまの質問をしたのは、町のは、町のは、町のは、町の考え考え考え考え方方方方の結論の結論の結論の結論の中にの中にの中にの中に「「「「条件が整えば閉校年度を検討する条件が整えば閉校年度を検討する条件が整えば閉校年度を検討する条件が整えば閉校年度を検討する」」」」

とあります。その条件というのが各学年とあります。その条件というのが各学年とあります。その条件というのが各学年とあります。その条件というのが各学年１１１１人以上。それから平林地区から人以上。それから平林地区から人以上。それから平林地区から人以上。それから平林地区から通うこと。こ通うこと。こ通うこと。こ通うこと。こ

の２の２の２の２つであるならばつであるならばつであるならばつであるならば、「この間、学校適正規模基本、「この間、学校適正規模基本、「この間、学校適正規模基本、「この間、学校適正規模基本方針を満たす方針を満たす方針を満たす方針を満たすなどなどなどなどのののの条件が条件が条件が条件が整えば整えば整えば整えば」」」」とととと

いう、いう、いう、いう、「「「「この間この間この間この間」」」」というのはというのはというのはというのは、、、、いついついついつをもってをもってをもってをもって締め切り締め切り締め切り締め切りかかかか。でないと。でないと。でないと。でないと議会議会議会議会として私どもは、として私どもは、として私どもは、として私どもは、

あの賛否をするのについて、どこをあの賛否をするのについて、どこをあの賛否をするのについて、どこをあの賛否をするのについて、どこをももももってやるかということがあると思いますってやるかということがあると思いますってやるかということがあると思いますってやるかということがあると思いますので、ので、ので、ので、そそそそ

この点この点この点この点ををををお答えいただきたいと思います。お答えいただきたいと思います。お答えいただきたいと思います。お答えいただきたいと思います。    

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）    

町長町長町長町長    志村学君。志村学君。志村学君。志村学君。    

〇町長（志村学君）〇町長（志村学君）〇町長（志村学君）〇町長（志村学君）        

                    この学校この学校この学校この学校統合の問題につきましては、昨年９月統合の問題につきましては、昨年９月統合の問題につきましては、昨年９月統合の問題につきましては、昨年９月、、、、１０月１０月１０月１０月に議会で議論をしていただきに議会で議論をしていただきに議会で議論をしていただきに議会で議論をしていただき

ました。そして地域の意見もありますました。そして地域の意見もありますました。そして地域の意見もありますました。そして地域の意見もありますののののでででで、２５、２５、２５、２５年度末をもって年度末をもって年度末をもって年度末をもっての閉校はの閉校はの閉校はの閉校は延ばせないか延ばせないか延ばせないか延ばせないか

という意見の中からという意見の中からという意見の中からという意見の中から、、、、１年延ばせという意見であります。１年延ばせという意見であります。１年延ばせという意見であります。１年延ばせという意見であります。諸般諸般諸般諸般の状況を考えますと、やの状況を考えますと、やの状況を考えますと、やの状況を考えますと、や

はりこの９月末をもって、一つの判断をしていかなければ、今後教員の人事もありますはりこの９月末をもって、一つの判断をしていかなければ、今後教員の人事もありますはりこの９月末をもって、一つの判断をしていかなければ、今後教員の人事もありますはりこの９月末をもって、一つの判断をしていかなければ、今後教員の人事もあります

し、し、し、し、閉校閉校閉校閉校する場合には準備もありますする場合には準備もありますする場合には準備もありますする場合には準備もあります。。。。この富士川町も五開小学校この富士川町も五開小学校この富士川町も五開小学校この富士川町も五開小学校、、、、中部小学校の中部小学校の中部小学校の中部小学校の閉校閉校閉校閉校

ををををややややってってってってきましたけれども、やはりそのぐらいの期間がきましたけれども、やはりそのぐらいの期間がきましたけれども、やはりそのぐらいの期間がきましたけれども、やはりそのぐらいの期間が必要必要必要必要。。。。中部小学校は中部小学校は中部小学校は中部小学校はちょっとちょっとちょっとちょっとタタタタ
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イトなイトなイトなイトなスケジュールになりましたスケジュールになりましたスケジュールになりましたスケジュールになりましたののののでででで、若干余裕をみれば、若干余裕をみれば、若干余裕をみれば、若干余裕をみればこのこのこのこの１０１０１０１０月半ばには判断をつ月半ばには判断をつ月半ばには判断をつ月半ばには判断をつ

けていかなきけていかなきけていかなきけていかなきゃなゃなゃなゃならない。先ほどいいましたように、９月の定例会でいつごろをもってらない。先ほどいいましたように、９月の定例会でいつごろをもってらない。先ほどいいましたように、９月の定例会でいつごろをもってらない。先ほどいいましたように、９月の定例会でいつごろをもって

するんだという質問がありまするんだという質問がありまするんだという質問がありまするんだという質問がありましたしたしたした。私は答弁の中で９月末になっても今のような状況で。私は答弁の中で９月末になっても今のような状況で。私は答弁の中で９月末になっても今のような状況で。私は答弁の中で９月末になっても今のような状況で

あれば、教育委員会の方針どおり進めていきたいという答弁さあれば、教育委員会の方針どおり進めていきたいという答弁さあれば、教育委員会の方針どおり進めていきたいという答弁さあれば、教育委員会の方針どおり進めていきたいという答弁させせせせていただていただていただていただいていますのいていますのいていますのいていますの

で、で、で、で、９月９月９月９月末末末末が一つのが一つのが一つのが一つの目安目安目安目安と町は考えておりまと町は考えておりまと町は考えておりまと町は考えておりましたしたしたした。ただこの。ただこの。ただこの。ただこの間に、多少間に、多少間に、多少間に、多少動きがありまし動きがありまし動きがありまし動きがありまし

たたたたののののでででで、、、、それも踏まえた議案となってそれも踏まえた議案となってそれも踏まえた議案となってそれも踏まえた議案となっていいいいるるるるところところところところであります。であります。であります。であります。    

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）    

青栁光仁君。青栁光仁君。青栁光仁君。青栁光仁君。    

〇４番議員（青栁光仁君）〇４番議員（青栁光仁君）〇４番議員（青栁光仁君）〇４番議員（青栁光仁君）    

                    以上で以上で以上で以上で私の質問を終わります。これをもって判断をしたいと思います。私の質問を終わります。これをもって判断をしたいと思います。私の質問を終わります。これをもって判断をしたいと思います。私の質問を終わります。これをもって判断をしたいと思います。    

ありがとうございありがとうございありがとうございありがとうございました。ました。ました。ました。    

○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）    

ほかに質疑ありませんか。ほかに質疑ありませんか。ほかに質疑ありませんか。ほかに質疑ありませんか。    

１１１１番、番、番、番、小林有紀子さん小林有紀子さん小林有紀子さん小林有紀子さん。。。。    

〇１〇１〇１〇１番議員（番議員（番議員（番議員（小林有紀子さん小林有紀子さん小林有紀子さん小林有紀子さん））））    

                    増穂西小学校は増穂西小学校は増穂西小学校は増穂西小学校は、、、、平平平平林地区林地区林地区林地区のコミュニティーののコミュニティーののコミュニティーののコミュニティーの拠点として拠点として拠点として拠点として長い間、地域の長い間、地域の長い間、地域の長い間、地域の皆さま、皆さま、皆さま、皆さま、住住住住

民の民の民の民の皆さまに皆さまに皆さまに皆さまに愛され親しまれてきた愛され親しまれてきた愛され親しまれてきた愛され親しまれてきた学校学校学校学校であります。廃校となった後も、であります。廃校となった後も、であります。廃校となった後も、であります。廃校となった後も、平林地区の平林地区の平林地区の平林地区の憩憩憩憩

いの場として活用されていくことが、地域住民の活力の源いの場として活用されていくことが、地域住民の活力の源いの場として活用されていくことが、地域住民の活力の源いの場として活用されていくことが、地域住民の活力の源となるととなるととなるととなると考えております。そ考えております。そ考えております。そ考えております。そ

こでこでこでこで、、、、今後の活用について今後の活用について今後の活用について今後の活用について平林地区の平林地区の平林地区の平林地区の皆さまと皆さまと皆さまと皆さまと十分十分十分十分な協議を行いな協議を行いな協議を行いな協議を行い、行政財産、行政財産、行政財産、行政財産としての活としての活としての活としての活

用、または普通財産として貸借用、または普通財産として貸借用、または普通財産として貸借用、または普通財産として貸借等等等等も視野に入も視野に入も視野に入も視野に入れながられながられながられながら検討すること検討すること検討すること検討することがががが肝要であると私は肝要であると私は肝要であると私は肝要であると私は

考考考考えますがえますがえますがえますが、、、、どのようにお考えかお伺いいたします。どのようにお考えかお伺いいたします。どのようにお考えかお伺いいたします。どのようにお考えかお伺いいたします。    

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）    

町長町長町長町長    志村学君。志村学君。志村学君。志村学君。    

〇町長（志村学君）〇町長（志村学君）〇町長（志村学君）〇町長（志村学君）        

                    学校が統合された場合のデメリットで学校が統合された場合のデメリットで学校が統合された場合のデメリットで学校が統合された場合のデメリットで、、、、先ほど地域の衰退ということも挙げさせてい先ほど地域の衰退ということも挙げさせてい先ほど地域の衰退ということも挙げさせてい先ほど地域の衰退ということも挙げさせてい

ただきまただきまただきまただきましたしたしたした。衰退が起きないような活性化策を考えていかなきゃならないと、これは。衰退が起きないような活性化策を考えていかなきゃならないと、これは。衰退が起きないような活性化策を考えていかなきゃならないと、これは。衰退が起きないような活性化策を考えていかなきゃならないと、これは

平林の皆さんと手を携えてやっていかなきゃならないと思っております。そういう中で平林の皆さんと手を携えてやっていかなきゃならないと思っております。そういう中で平林の皆さんと手を携えてやっていかなきゃならないと思っております。そういう中で平林の皆さんと手を携えてやっていかなきゃならないと思っております。そういう中で

学校が廃校になった場合学校が廃校になった場合学校が廃校になった場合学校が廃校になった場合、今、富士川町では五開、今、富士川町では五開、今、富士川町では五開、今、富士川町では五開小学校、そして中部小学校が廃校で小学校、そして中部小学校が廃校で小学校、そして中部小学校が廃校で小学校、そして中部小学校が廃校で校校校校

舎は舎は舎は舎は今そのまま今そのまま今そのまま今そのまま建っています建っています建っています建っています。あそこは、鉄筋コンクリートの建物ですから。あそこは、鉄筋コンクリートの建物ですから。あそこは、鉄筋コンクリートの建物ですから。あそこは、鉄筋コンクリートの建物ですから、、、、何かほか何かほか何かほか何かほか

の建の建の建の建物を使った活用策を今考えて物を使った活用策を今考えて物を使った活用策を今考えて物を使った活用策を今考えていますいますいますいます。五開小学。五開小学。五開小学。五開小学校校校校につきましては幾つかの問いにつきましては幾つかの問いにつきましては幾つかの問いにつきましては幾つかの問い合わ合わ合わ合わ

せもありせもありせもありせもありましたがましたがましたがましたが、、、、地域の皆さんと、こういう使い方でいいのか悪いのか、何回もやっ地域の皆さんと、こういう使い方でいいのか悪いのか、何回もやっ地域の皆さんと、こういう使い方でいいのか悪いのか、何回もやっ地域の皆さんと、こういう使い方でいいのか悪いのか、何回もやっ

ておりますけどもておりますけどもておりますけどもておりますけども、、、、いまだに安定した利用いまだに安定した利用いまだに安定した利用いまだに安定した利用がががが見込まれない状況であります。見込まれない状況であります。見込まれない状況であります。見込まれない状況であります。中部小学校中部小学校中部小学校中部小学校

につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、今今今今、、、、町のほうでもいろいろ模索を町のほうでもいろいろ模索を町のほうでもいろいろ模索を町のほうでもいろいろ模索をししししておりますがておりますがておりますがておりますが、、、、近々地域の皆さん近々地域の皆さん近々地域の皆さん近々地域の皆さん

とことことことこんんんんな活用策な活用策な活用策な活用策ははははいかがかなというお話をさせていただく予定でいかがかなというお話をさせていただく予定でいかがかなというお話をさせていただく予定でいかがかなというお話をさせていただく予定でいいいいます。そしてます。そしてます。そしてます。そして西小学西小学西小学西小学

校校校校でありますけれどもでありますけれどもでありますけれどもでありますけれども、西小学校、西小学校、西小学校、西小学校につきましては先ほど来言ってにつきましては先ほど来言ってにつきましては先ほど来言ってにつきましては先ほど来言っていいいいるようにるようにるようにるように、、、、建物がも建物がも建物がも建物がも
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う活用できないという状況であります。あそこが、いう活用できないという状況であります。あそこが、いう活用できないという状況であります。あそこが、いう活用できないという状況であります。あそこが、いずれ廃校という結論ずれ廃校という結論ずれ廃校という結論ずれ廃校という結論に達すればに達すればに達すればに達すれば、、、、

取り壊しという状況になると思いますが取り壊しという状況になると思いますが取り壊しという状況になると思いますが取り壊しという状況になると思いますが、、、、跡地の活用につきましては跡地の活用につきましては跡地の活用につきましては跡地の活用につきましては平林の平林の平林の平林の皆さんと皆さんと皆さんと皆さんと十十十十

分分分分協議をする中で、地域の活性化に資する利用協議をする中で、地域の活性化に資する利用協議をする中で、地域の活性化に資する利用協議をする中で、地域の活性化に資する利用ををををしていきたいなと思ってます。なお、していきたいなと思ってます。なお、していきたいなと思ってます。なお、していきたいなと思ってます。なお、

体育館、プール等体育館、プール等体育館、プール等体育館、プール等につきましては、これはにつきましては、これはにつきましては、これはにつきましては、これは永久永久永久永久構造物で構造物で構造物で構造物ででてでてでてでておりますおりますおりますおりますのののので、地域の皆さで、地域の皆さで、地域の皆さで、地域の皆さ

んが、コミュニティーをんが、コミュニティーをんが、コミュニティーをんが、コミュニティーを大きく大きく大きく大きくするために活用していただけるようするために活用していただけるようするために活用していただけるようするために活用していただけるよう、一般の人にも開放、一般の人にも開放、一般の人にも開放、一般の人にも開放

はいたしはいたしはいたしはいたしますけますけますけますけれれれれどもどもどもども、、、、地域地域地域地域優先で優先で優先で優先で考えていきたいなと思っております。考えていきたいなと思っております。考えていきたいなと思っております。考えていきたいなと思っております。    

○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）    

小林有紀子さん小林有紀子さん小林有紀子さん小林有紀子さん。。。。    

〇１〇１〇１〇１番議員（番議員（番議員（番議員（小林有紀子さん小林有紀子さん小林有紀子さん小林有紀子さん））））    

                    ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。しっかりしっかりしっかりしっかり地域の皆さまと地域の皆さまと地域の皆さまと地域の皆さまと十分十分十分十分な協議を行ってな協議を行ってな協議を行ってな協議を行って進めていくこと進めていくこと進めていくこと進めていくこと

が大事だとが大事だとが大事だとが大事だと思っておりますので、どうかよろしくお願いします。思っておりますので、どうかよろしくお願いします。思っておりますので、どうかよろしくお願いします。思っておりますので、どうかよろしくお願いします。    

私からは以上です。私からは以上です。私からは以上です。私からは以上です。    

○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）    

ほかに質疑ありませんか。ほかに質疑ありませんか。ほかに質疑ありませんか。ほかに質疑ありませんか。    

５５５５番、番、番、番、堀内春美さん堀内春美さん堀内春美さん堀内春美さん。。。。    

〇５〇５〇５〇５番議員（番議員（番議員（番議員（堀内春美さん堀内春美さん堀内春美さん堀内春美さん））））    

                    質問さ質問さ質問さ質問させせせせていただきます。先ほど町長からていただきます。先ほど町長からていただきます。先ほど町長からていただきます。先ほど町長から３０３０３０３０年年年年３１年３１年３１年３１年になりますとになりますとになりますとになりますと、「、「、「、「００００」の学年が」の学年が」の学年が」の学年が

出てくるということをおっしゃっています出てくるということをおっしゃっています出てくるということをおっしゃっています出てくるということをおっしゃっています。。。。この表では確かにそうなんですけれどもこの表では確かにそうなんですけれどもこの表では確かにそうなんですけれどもこの表では確かにそうなんですけれども、、、、

平林平林平林平林地区の皆さん地区の皆さん地区の皆さん地区の皆さん、、、、それから今のＰＴＡの皆さんのご努力でそれから今のＰＴＡの皆さんのご努力でそれから今のＰＴＡの皆さんのご努力でそれから今のＰＴＡの皆さんのご努力で、、、、今現在今現在今現在今現在２７年度には１２２７年度には１２２７年度には１２２７年度には１２

人と人と人と人といういういういう人数人数人数人数がががが出て出て出て出ております。おります。おります。おります。３年後４３年後４３年後４３年後４年後にはもっと増えるという年後にはもっと増えるという年後にはもっと増えるという年後にはもっと増えるという可能性もいっぱい可能性もいっぱい可能性もいっぱい可能性もいっぱい

あるわけなんですね。そのあるわけなんですね。そのあるわけなんですね。そのあるわけなんですね。そのへんのへんのへんのへんのところをところをところをところを、、、、どういうふうにお考えになっているのか。どういうふうにお考えになっているのか。どういうふうにお考えになっているのか。どういうふうにお考えになっているのか。

それから、９月末日をもってということを非常におっしゃっておりますがそれから、９月末日をもってということを非常におっしゃっておりますがそれから、９月末日をもってということを非常におっしゃっておりますがそれから、９月末日をもってということを非常におっしゃっておりますが、、、、９月末日で９月末日で９月末日で９月末日で

しっかりとそこしっかりとそこしっかりとそこしっかりとそこで四角四面で四角四面で四角四面で四角四面にににに線を線を線を線を引く引く引く引くんんんんでなくて、でなくて、でなくて、でなくて、今まだ１０月の中旬なんです。この今まだ１０月の中旬なんです。この今まだ１０月の中旬なんです。この今まだ１０月の中旬なんです。この

時期で時期で時期で時期でこの人数を満たしているんですからこの人数を満たしているんですからこの人数を満たしているんですからこの人数を満たしているんですから、そのへんの、そのへんの、そのへんの、そのへんのところはもうちょっとところはもうちょっとところはもうちょっとところはもうちょっと猶予猶予猶予猶予してしてしてして

もよいのではないかと思います。それからせっかく平林地区の皆さんもよいのではないかと思います。それからせっかく平林地区の皆さんもよいのではないかと思います。それからせっかく平林地区の皆さんもよいのではないかと思います。それからせっかく平林地区の皆さん、、、、それからＰＴＡそれからＰＴＡそれからＰＴＡそれからＰＴＡ

の皆さんの皆さんの皆さんの皆さんたちがたちがたちがたちが一生懸命になっている一生懸命になっている一生懸命になっている一生懸命になっている、、、、これを富士川町の人口増加にもつなげていたらこれを富士川町の人口増加にもつなげていたらこれを富士川町の人口増加にもつなげていたらこれを富士川町の人口増加にもつなげていたら

どどどどうかなというふうに思うんですがうかなというふうに思うんですがうかなというふうに思うんですがうかなというふうに思うんですが、、、、町長の町長の町長の町長のおおおお考えを伺いたいと思います。考えを伺いたいと思います。考えを伺いたいと思います。考えを伺いたいと思います。    

○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）    

                    今、３つ質問したということでよろしいですか。今、３つ質問したということでよろしいですか。今、３つ質問したということでよろしいですか。今、３つ質問したということでよろしいですか。    

〇５〇５〇５〇５番議員（番議員（番議員（番議員（堀内春美さん堀内春美さん堀内春美さん堀内春美さん））））    

                    ３つもしましたか。いいです。３つもしましたか。いいです。３つもしましたか。いいです。３つもしましたか。いいです。    

〇１０番議員（秋山貢君）〇１０番議員（秋山貢君）〇１０番議員（秋山貢君）〇１０番議員（秋山貢君）    

                    議長、一問一答だから一つずつで。議長、一問一答だから一つずつで。議長、一問一答だから一つずつで。議長、一問一答だから一つずつで。        

〇５〇５〇５〇５番議員（番議員（番議員（番議員（堀内春美さん堀内春美さん堀内春美さん堀内春美さん））））    

                    まず、じゃ最初に３年後にもっとまず、じゃ最初に３年後にもっとまず、じゃ最初に３年後にもっとまず、じゃ最初に３年後にもっと増えていると増えていると増えていると増えているという可能性についてはいう可能性についてはいう可能性についてはいう可能性については、、、、どうどうどうどうおおおお考え考え考え考えでででで
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しょうか。しょうか。しょうか。しょうか。    

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）    

町長町長町長町長    志村学君。志村学君。志村学君。志村学君。    

〇町長（志村学君）〇町長（志村学君）〇町長（志村学君）〇町長（志村学君）        

                    先先先先ほど来言っておりますようにほど来言っておりますようにほど来言っておりますようにほど来言っておりますように、この、この、この、この児童児童児童児童増加の話を聞いたのが増加の話を聞いたのが増加の話を聞いたのが増加の話を聞いたのが１０月１３日の１０月１３日の１０月１３日の１０月１３日の夜で夜で夜で夜で

す。このす。このす。このす。この新しい表を新しい表を新しい表を新しい表をもらったのはもらったのはもらったのはもらったのは昨日昨日昨日昨日でででです。す。す。す。それも加味しながら検討を重ねそれも加味しながら検討を重ねそれも加味しながら検討を重ねそれも加味しながら検討を重ねたたたた中での結中での結中での結中での結

論でありますが論でありますが論でありますが論でありますが、、、、この表を見る限りですとこの表を見る限りですとこの表を見る限りですとこの表を見る限りですと３０年３１年には「０」の学年３０年３１年には「０」の学年３０年３１年には「０」の学年３０年３１年には「０」の学年が出てくる。が出てくる。が出てくる。が出てくる。

当然当然当然当然先の先の先の先の話ですから話ですから話ですから話ですから、、、、これは皆さんのまた努力によってこれは皆さんのまた努力によってこれは皆さんのまた努力によってこれは皆さんのまた努力によって増える増える増える増えるかもしれませんけどもかもしれませんけどもかもしれませんけどもかもしれませんけども、、、、

先ほど教育長が先ほど教育長が先ほど教育長が先ほど教育長が答弁させていただきましたが、答弁させていただきましたが、答弁させていただきましたが、答弁させていただきましたが、町も教育委員会も子どものことは当然あ町も教育委員会も子どものことは当然あ町も教育委員会も子どものことは当然あ町も教育委員会も子どものことは当然あ

りますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、少人数での学習よりも、やはり集団での学習を一つ。それと、子ども少人数での学習よりも、やはり集団での学習を一つ。それと、子ども少人数での学習よりも、やはり集団での学習を一つ。それと、子ども少人数での学習よりも、やはり集団での学習を一つ。それと、子ども

たちの安全性ということを考えたちの安全性ということを考えたちの安全性ということを考えたちの安全性ということを考え、、、、総合的に考えて、やはり総合的に考えて、やはり総合的に考えて、やはり総合的に考えて、やはり２７、２８、２９は２７、２８、２９は２７、２８、２９は２７、２８、２９は満た満た満た満たす状す状す状す状

況になって況になって況になって況になって、、、、その後もわかりませんけども、その後もわかりませんけども、その後もわかりませんけども、その後もわかりませんけども、子どもたちの子どもたちの子どもたちの子どもたちの安全性ということを安全性ということを安全性ということを安全性ということを主体に、主体に、主体に、主体に、

いつまでも先送りするわけいつまでも先送りするわけいつまでも先送りするわけいつまでも先送りするわけにはいきにはいきにはいきにはいきません。災害ません。災害ません。災害ません。災害はいつ起こるかはいつ起こるかはいつ起こるかはいつ起こるかわかりませんからわかりませんからわかりませんからわかりませんから、、、、そそそそ

こを主体に今年度こを主体に今年度こを主体に今年度こを主体に今年度末と末と末と末という結論を出さいう結論を出さいう結論を出さいう結論を出させせせせていただいたところであていただいたところであていただいたところであていただいたところでありますりますりますります。。。。    

○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）    

堀内春美さん堀内春美さん堀内春美さん堀内春美さん。。。。    

〇５〇５〇５〇５番議員（番議員（番議員（番議員（堀内春美さん堀内春美さん堀内春美さん堀内春美さん））））    

                    耐震性の問題を言われると耐震性の問題を言われると耐震性の問題を言われると耐震性の問題を言われると、、、、ちょっと何ともあちょっと何ともあちょっと何ともあちょっと何ともあれれれれですけですけですけですけれども、れども、れども、れども、じゃあ今まで、じゃあ今まで、じゃあ今まで、じゃあ今まで、なぜなぜなぜなぜ

耐震工事をしなかったんですか。耐震工事をしなかったんですか。耐震工事をしなかったんですか。耐震工事をしなかったんですか。    

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）    

町長町長町長町長    志村学君。志村学君。志村学君。志村学君。    

〇町長（志村学君）〇町長（志村学君）〇町長（志村学君）〇町長（志村学君）        

                    これまでは文部科学省の方針でこれまでは文部科学省の方針でこれまでは文部科学省の方針でこれまでは文部科学省の方針でも鉄筋コンクリートの耐震化を進めてまいりましたも鉄筋コンクリートの耐震化を進めてまいりましたも鉄筋コンクリートの耐震化を進めてまいりましたも鉄筋コンクリートの耐震化を進めてまいりましたのののの

で、で、で、で、木造の耐震木造の耐震木造の耐震木造の耐震診断は診断は診断は診断はしてありませんでした。しかししてありませんでした。しかししてありませんでした。しかししてありませんでした。しかし、鉄筋が、鉄筋が、鉄筋が、鉄筋がある程度になってきましある程度になってきましある程度になってきましある程度になってきまし

たたたたから、から、から、から、一昨年でした一昨年でした一昨年でした一昨年でしたか、文部科学省か、文部科学省か、文部科学省か、文部科学省から今度はから今度はから今度はから今度は木造の木造の木造の木造の耐震診断耐震診断耐震診断耐震診断をせよといをせよといをせよといをせよということで、うことで、うことで、うことで、

まあ耐震診断するまでもなく、耐震度がないなまあ耐震診断するまでもなく、耐震度がないなまあ耐震診断するまでもなく、耐震度がないなまあ耐震診断するまでもなく、耐震度がないなというというというということことことことははははわかるんですが、一般の住わかるんですが、一般の住わかるんですが、一般の住わかるんですが、一般の住

宅は宅は宅は宅は０．３５のＩ０．３５のＩ０．３５のＩ０．３５のＩssss値値値値でででで十分でありますけども、十分でありますけども、十分でありますけども、十分でありますけども、やはり子どもがやはり子どもがやはり子どもがやはり子どもが学業学業学業学業する場合はする場合はする場合はする場合は０．７５０．７５０．７５０．７５

でしたか、０．７８でしたか、でしたか、０．７８でしたか、でしたか、０．７８でしたか、でしたか、０．７８でしたか、それ以上の耐震度がないと学校として認めないという状それ以上の耐震度がないと学校として認めないという状それ以上の耐震度がないと学校として認めないという状それ以上の耐震度がないと学校として認めないという状

況になっております況になっております況になっております況になっておりますのののので、子どもたちがで、子どもたちがで、子どもたちがで、子どもたちがそういうそういうそういうそういう危ない建物中で、いつ起きるか危ない建物中で、いつ起きるか危ない建物中で、いつ起きるか危ない建物中で、いつ起きるかわからわからわからわから

ない地震もない地震もない地震もない地震もありありありありますますますますけれけれけれけれども、いつとも言えませんからども、いつとも言えませんからども、いつとも言えませんからども、いつとも言えませんから、、、、できるだけ早く安全なところできるだけ早く安全なところできるだけ早く安全なところできるだけ早く安全なところ

でででで学業を学業を学業を学業をしていただきたい、これが町のしていただきたい、これが町のしていただきたい、これが町のしていただきたい、これが町の思いであります。思いであります。思いであります。思いであります。    

○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）    

堀内春美さん堀内春美さん堀内春美さん堀内春美さん。。。。    

〇５〇５〇５〇５番議員（番議員（番議員（番議員（堀内春美さん堀内春美さん堀内春美さん堀内春美さん））））    

                    先ほど先ほど先ほど先ほど、１、１、１、１番最初番最初番最初番最初に言ったに言ったに言ったに言った中にも入って中にも入って中にも入って中にも入っていいいいるんですけれどもるんですけれどもるんですけれどもるんですけれども、、、、９月末で９月末で９月末で９月末できっちりときっちりときっちりときっちりと線線線線
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引きをしなくても引きをしなくても引きをしなくても引きをしなくても、１０月、１０月、１０月、１０月中旬のこの時期で中旬のこの時期で中旬のこの時期で中旬のこの時期でやっても、来年度のやっても、来年度のやっても、来年度のやっても、来年度の予算立て予算立て予算立て予算立てををををするのに遅するのに遅するのに遅するのに遅

くはないと思うんです。それから、これをくはないと思うんです。それから、これをくはないと思うんです。それから、これをくはないと思うんです。それから、これをううううまく人口増につなげていくというお考えはまく人口増につなげていくというお考えはまく人口増につなげていくというお考えはまく人口増につなげていくというお考えは

ないんでしょうか。ないんでしょうか。ないんでしょうか。ないんでしょうか。    

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）    

町長町長町長町長    志村学君。志村学君。志村学君。志村学君。    

〇町長〇町長〇町長〇町長（志村学君）（志村学君）（志村学君）（志村学君）        

                    質問が質問が質問が質問が２２２２つあったように聞こえますけどもつあったように聞こえますけどもつあったように聞こえますけどもつあったように聞こえますけども、、、、９月末で判断を９月末で判断を９月末で判断を９月末で判断をしなければしなければしなければしなければならないといならないといならないといならないとい

う理由は、これまでもう理由は、これまでもう理由は、これまでもう理由は、これまでも２校閉校２校閉校２校閉校２校閉校してきました。その中でしてきました。その中でしてきました。その中でしてきました。その中で２７２７２７２７年度の教員人事も始まりま年度の教員人事も始まりま年度の教員人事も始まりま年度の教員人事も始まりま

す。それとす。それとす。それとす。それと閉校閉校閉校閉校に向けたに向けたに向けたに向けた諸準備が諸準備が諸準備が諸準備があります。そういうものあります。そういうものあります。そういうものあります。そういうものを勘案を勘案を勘案を勘案しますと、やはりしますと、やはりしますと、やはりしますと、やはり１０１０１０１０

月中旬ぐらいの月中旬ぐらいの月中旬ぐらいの月中旬ぐらいの議会を開いて議会を開いて議会を開いて議会を開いていただかなければいただかなければいただかなければいただかなければ間に合わない。今日、開いて間に合わない。今日、開いて間に合わない。今日、開いて間に合わない。今日、開いておりますけおりますけおりますけおりますけ

ども、ども、ども、ども、今日今日今日今日開くためには、開くためには、開くためには、開くためには、議案議案議案議案なり予算案なり予算案なり予算案なり予算案なり作るためにはなり作るためにはなり作るためにはなり作るためには、、、、１０１０１０１０月上旬で作成しな月上旬で作成しな月上旬で作成しな月上旬で作成しなけけけけ

ればればればればなりませんのでなりませんのでなりませんのでなりませんので、、、、そのためには９月末で判断をせざるを得ない。ただ、今回の場合そのためには９月末で判断をせざるを得ない。ただ、今回の場合そのためには９月末で判断をせざるを得ない。ただ、今回の場合そのためには９月末で判断をせざるを得ない。ただ、今回の場合

はそのはそのはそのはその後後後後に変化がありましたに変化がありましたに変化がありましたに変化がありましたののののでででで、、、、それも加味しながら、それも加味しながら、それも加味しながら、それも加味しながら、臨時の臨時の臨時の臨時の教育委員会を開き、教育委員会を開き、教育委員会を開き、教育委員会を開き、町町町町

もももも政策会議政策会議政策会議政策会議を急きょ開き、そういう中でを急きょ開き、そういう中でを急きょ開き、そういう中でを急きょ開き、そういう中でこれまでこれまでこれまでこれまで提出した案件提出した案件提出した案件提出した案件どおりでいこうというどおりでいこうというどおりでいこうというどおりでいこうという確確確確

認をしたところであります。認をしたところであります。認をしたところであります。認をしたところであります。    

○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）    

堀内春美さん堀内春美さん堀内春美さん堀内春美さん。。。。    

〇５〇５〇５〇５番議員（番議員（番議員（番議員（堀内春美さん堀内春美さん堀内春美さん堀内春美さん））））    

                    おしまいですね。おしまいですから、最後、おしまいですね。おしまいですから、最後、おしまいですね。おしまいですから、最後、おしまいですね。おしまいですから、最後、教育教育教育教育とととというのは、もっというのは、もっというのは、もっというのは、もっと大人が大人が大人が大人が広い心を広い心を広い心を広い心を

持って持って持って持って･･･。･･･。･･･。･･･。    

〇１０番議員（秋山貢君）〇１０番議員（秋山貢君）〇１０番議員（秋山貢君）〇１０番議員（秋山貢君）    

議長、討論ではないですから、質疑ですから。議長、討論ではないですから、質疑ですから。議長、討論ではないですから、質疑ですから。議長、討論ではないですから、質疑ですから。    

〇５〇５〇５〇５番議員（番議員（番議員（番議員（堀内春美さん堀内春美さん堀内春美さん堀内春美さん））））    

                    終わりです。そういうふうな広い心を持って終わりです。そういうふうな広い心を持って終わりです。そういうふうな広い心を持って終わりです。そういうふうな広い心を持って接して接して接して接していただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思います。以上で思います。以上で思います。以上で思います。以上で

終わります。終わります。終わります。終わります。    

○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）    

ほかに質疑ありませんか。ほかに質疑ありませんか。ほかに質疑ありませんか。ほかに質疑ありませんか。    

３３３３番、番、番、番、川口正満君川口正満君川口正満君川口正満君。。。。    

〇３〇３〇３〇３番議員（番議員（番議員（番議員（川口正満君川口正満君川口正満君川口正満君））））    

                    私はこの町の歴史私はこの町の歴史私はこの町の歴史私はこの町の歴史的的的的なななな、、、、今今今今、、、、判断を判断を判断を判断を試されている試されている試されている試されているという観点から３点という観点から３点という観点から３点という観点から３点ご質問させていご質問させていご質問させていご質問させてい

ただきます。１点目は、まず教育とただきます。１点目は、まず教育とただきます。１点目は、まず教育とただきます。１点目は、まず教育と地域の活性化が切り離せるんでしょうかということ地域の活性化が切り離せるんでしょうかということ地域の活性化が切り離せるんでしょうかということ地域の活性化が切り離せるんでしょうかということ

ですね。これは、ですね。これは、ですね。これは、ですね。これは、先の先の先の先の議会でも議会でも議会でも議会でも、、、、請願書に対する答弁請願書に対する答弁請願書に対する答弁請願書に対する答弁とととということで教育厚生常任委員会いうことで教育厚生常任委員会いうことで教育厚生常任委員会いうことで教育厚生常任委員会

でもでもでもでもでたでたでたでたところですがところですがところですがところですが、、、、請願にありましたすばらしい資料請願にありましたすばらしい資料請願にありましたすばらしい資料請願にありましたすばらしい資料、、、、あるいは今回の傍聴に来らあるいは今回の傍聴に来らあるいは今回の傍聴に来らあるいは今回の傍聴に来ら

れてれてれてれていいいいる父兄やる父兄やる父兄やる父兄や子どもさんたちが、子どもさんたちが、子どもさんたちが、子どもさんたちが、学びたい学びたい学びたい学びたい、、、、このすばらしい自然このすばらしい自然このすばらしい自然このすばらしい自然豊かな平豊かな平豊かな平豊かな平林林林林に住みたに住みたに住みたに住みた

いいいい、、、、これをどのように行政がこれをどのように行政がこれをどのように行政がこれをどのように行政が組んで、組んで、組んで、組んで、地域の活性化とともに教育をもっと手厚くできな地域の活性化とともに教育をもっと手厚くできな地域の活性化とともに教育をもっと手厚くできな地域の活性化とともに教育をもっと手厚くできな
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いでしょうかと。教育委員会さんにいでしょうかと。教育委員会さんにいでしょうかと。教育委員会さんにいでしょうかと。教育委員会さんにお聞きしたい、お聞きしたい、お聞きしたい、お聞きしたい、あるいは要望したいところはあるいは要望したいところはあるいは要望したいところはあるいは要望したいところは、、、、地域地域地域地域

にもっと根差して、教育はですね、やはりにもっと根差して、教育はですね、やはりにもっと根差して、教育はですね、やはりにもっと根差して、教育はですね、やはり父兄の父兄の父兄の父兄の仕事のことも、暮らしのことももっと仕事のことも、暮らしのことももっと仕事のことも、暮らしのことももっと仕事のことも、暮らしのことももっと

考えながら進めなきゃいけない。このことをやや考えながら進めなきゃいけない。このことをやや考えながら進めなきゃいけない。このことをやや考えながら進めなきゃいけない。このことをやや軽んじているんじゃないでしょうか。軽んじているんじゃないでしょうか。軽んじているんじゃないでしょうか。軽んじているんじゃないでしょうか。

そそそその点での点での点での点で、、、、やはり地域の活性化と切り離してというやはり地域の活性化と切り離してというやはり地域の活性化と切り離してというやはり地域の活性化と切り離してという方向で今進んでおりますけども、町方向で今進んでおりますけども、町方向で今進んでおりますけども、町方向で今進んでおりますけども、町

長の長の長の長の考えをお聞き考えをお聞き考えをお聞き考えをお聞きしたしたしたしたいと思いますいと思いますいと思いますいと思います    

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）    

町長町長町長町長    志村学君。志村学君。志村学君。志村学君。    

〇町長（志村学君）〇町長（志村学君）〇町長（志村学君）〇町長（志村学君）        

                    川口川口川口川口議議議議員の質問にお答えいたします。教育と地域の活性化員の質問にお答えいたします。教育と地域の活性化員の質問にお答えいたします。教育と地域の活性化員の質問にお答えいたします。教育と地域の活性化というのはというのはというのはというのは切り離して考え切り離して考え切り離して考え切り離して考え

ることはないと思います。ることはないと思います。ることはないと思います。ることはないと思います。教育を無くすと言っている教育を無くすと言っている教育を無くすと言っている教育を無くすと言っているわけじゃなくて、わけじゃなくて、わけじゃなくて、わけじゃなくて、教育の教育の教育の教育の場を別に場を別に場を別に場を別に

移すと移すと移すと移すと言っている言っている言っている言っているだけだけだけだけののののことでありますからことでありますからことでありますからことでありますから、、、、しっかり富士川しっかり富士川しっかり富士川しっかり富士川教育教育教育教育を学んでいただきたを学んでいただきたを学んでいただきたを学んでいただきた

い、その気持ちは同じであります。ただ、今言っていますように、過小規模校での教育い、その気持ちは同じであります。ただ、今言っていますように、過小規模校での教育い、その気持ちは同じであります。ただ、今言っていますように、過小規模校での教育い、その気持ちは同じであります。ただ、今言っていますように、過小規模校での教育

集団がいいなのか集団がいいなのか集団がいいなのか集団がいいなのか、、、、そしてまた複式学級がいいなのかそしてまた複式学級がいいなのかそしてまた複式学級がいいなのかそしてまた複式学級がいいなのか、、、、そしてまた耐震そしてまた耐震そしてまた耐震そしてまた耐震もしていない校もしていない校もしていない校もしていない校

舎舎舎舎での学びでの学びでの学びでの学びがいいなのかということががいいなのかということががいいなのかということががいいなのかということが、我々の判断であります。当然、今まで、我々の判断であります。当然、今まで、我々の判断であります。当然、今まで、我々の判断であります。当然、今まで西西西西小学校小学校小学校小学校

だけでなくだけでなくだけでなくだけでなくて、西には中学校もありて、西には中学校もありて、西には中学校もありて、西には中学校もありました。ました。ました。ました。歴代町長も、歴代町長も、歴代町長も、歴代町長も、そうそうそうそういういういういう判断をしてきたと思判断をしてきたと思判断をしてきたと思判断をしてきたと思

います。南にも中学います。南にも中学います。南にも中学います。南にも中学校があり校があり校があり校がありました。やはりそれは過疎化と少子化が原因ではないかなました。やはりそれは過疎化と少子化が原因ではないかなました。やはりそれは過疎化と少子化が原因ではないかなました。やはりそれは過疎化と少子化が原因ではないかな

と思っております。ただ、と思っております。ただ、と思っております。ただ、と思っております。ただ、私は教育と地域の振興と私は教育と地域の振興と私は教育と地域の振興と私は教育と地域の振興というのは一緒だと思いますいうのは一緒だと思いますいうのは一緒だと思いますいうのは一緒だと思いますののののでででで、長、長、長、長

澤に澤に澤に澤にいる人が平林のことも振興策を考えなきゃいけないしいる人が平林のことも振興策を考えなきゃいけないしいる人が平林のことも振興策を考えなきゃいけないしいる人が平林のことも振興策を考えなきゃいけないし、平林の人が、平林の人が、平林の人が、平林の人がまたまたまたまた青柳の青柳の青柳の青柳のことことことこと

も考えなも考えなも考えなも考えなきゃいけないきゃいけないきゃいけないきゃいけない。富士川町は一つであります。富士川町は一つであります。富士川町は一つであります。富士川町は一つでありますののののでででで、全員で、全員で、全員で、全員でそれをやってそれをやってそれをやってそれをやっていくこといくこといくこといくこと

だと思ってだと思ってだと思ってだと思っていいいいます。ます。ます。ます。ただただただただこれまで、平これまで、平これまで、平これまで、平林で生業がかつて林で生業がかつて林で生業がかつて林で生業がかつて林業とか林業とか林業とか林業とか、、、、そういった農業が盛そういった農業が盛そういった農業が盛そういった農業が盛

んんんんなななな時にはあそこで時にはあそこで時にはあそこで時にはあそこで暮らせ暮らせ暮らせ暮らせましたけども、今の状態ですとどうしても、ましたけども、今の状態ですとどうしても、ましたけども、今の状態ですとどうしても、ましたけども、今の状態ですとどうしても、町場に勤めに町場に勤めに町場に勤めに町場に勤めに出出出出

なきゃならない。そなきゃならない。そなきゃならない。そなきゃならない。そうううういいいいう状況もありますう状況もありますう状況もありますう状況もありますののののでででで、、、、これからそういった意味でこれからそういった意味でこれからそういった意味でこれからそういった意味で、、、、あそこであそこであそこであそこで

も生活が営めるような活性化策は町全体で考えていも生活が営めるような活性化策は町全体で考えていも生活が営めるような活性化策は町全体で考えていも生活が営めるような活性化策は町全体で考えていかなきゃいけないかなきゃいけないかなきゃいけないかなきゃいけない。これは平林地区。これは平林地区。これは平林地区。これは平林地区

だけではなく、だけではなく、だけではなく、だけではなく、穂積地区、穂積地区、穂積地区、穂積地区、また五開地区も、やはりそういったまた五開地区も、やはりそういったまた五開地区も、やはりそういったまた五開地区も、やはりそういった勤め先と勤め先と勤め先と勤め先と遠い地域にこそ遠い地域にこそ遠い地域にこそ遠い地域にこそ

そういうそういうそういうそういう努力を努力を努力を努力を、これは、これは、これは、これは町とか平林の人にだけお任せとかではなくて町とか平林の人にだけお任せとかではなくて町とか平林の人にだけお任せとかではなくて町とか平林の人にだけお任せとかではなくて、町全体で考えて、町全体で考えて、町全体で考えて、町全体で考えて

いかなきゃならいかなきゃならいかなきゃならいかなきゃならないないないないももももののののだと私は考えてだと私は考えてだと私は考えてだと私は考えておりますおりますおりますおります。。。。    

○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）    

川口正満君川口正満君川口正満君川口正満君。。。。    

〇３〇３〇３〇３番議員（番議員（番議員（番議員（川口正満君川口正満君川口正満君川口正満君））））    

                    ２２２２つ目の質問お願いします。つ目の質問お願いします。つ目の質問お願いします。つ目の質問お願いします。質問を質問を質問を質問を簡単に申し上げまして、そして説明を加えさせて簡単に申し上げまして、そして説明を加えさせて簡単に申し上げまして、そして説明を加えさせて簡単に申し上げまして、そして説明を加えさせて

いただきます。今回の条いただきます。今回の条いただきます。今回の条いただきます。今回の条例改正例改正例改正例改正、、、、これを１年でもこれを１年でもこれを１年でもこれを１年でも延ばせ延ばせ延ばせ延ばせるるるる姿勢姿勢姿勢姿勢がありませんでしょうかがありませんでしょうかがありませんでしょうかがありませんでしょうか

という質問です。これは先ほども町長が前向きに考えていただきながらという質問です。これは先ほども町長が前向きに考えていただきながらという質問です。これは先ほども町長が前向きに考えていただきながらという質問です。これは先ほども町長が前向きに考えていただきながら、、、、この地域と、この地域と、この地域と、この地域と、

そして、教育、暮らしを皆で何とかしていこうというお考えでそして、教育、暮らしを皆で何とかしていこうというお考えでそして、教育、暮らしを皆で何とかしていこうというお考えでそして、教育、暮らしを皆で何とかしていこうというお考えで、、、、よく言われますよく言われますよく言われますよく言われます知恵出知恵出知恵出知恵出

しししし汗汗汗汗出しを一緒に出しを一緒に出しを一緒に出しを一緒にややややってってってっていこうということですね。今、本当にこの町に住みたい、何といこうということですね。今、本当にこの町に住みたい、何といこうということですね。今、本当にこの町に住みたい、何といこうということですね。今、本当にこの町に住みたい、何と

かしたいという観点でかしたいという観点でかしたいという観点でかしたいという観点で、、、、じゃあじゃあじゃあじゃあ、、、、あとあとあとあと１１１１年なんとかすれば、年なんとかすれば、年なんとかすれば、年なんとかすれば、このいいこのいいこのいいこのいい動きがですね動きがですね動きがですね動きがですね、、、、先先先先



１ ８１ ８１ ８１ ８     

ほど３年後の心配がありましたほど３年後の心配がありましたほど３年後の心配がありましたほど３年後の心配がありましたけれども、けれども、けれども、けれども、このこのこのこの調子で平林地区には、あるいは調子で平林地区には、あるいは調子で平林地区には、あるいは調子で平林地区には、あるいは、、、、うちのうちのうちのうちの

山間地域、南小を山間地域、南小を山間地域、南小を山間地域、南小を含めて含めて含めて含めて、中部五開にも、中部五開にも、中部五開にも、中部五開にもという形でという形でという形でという形で、、、、そんなことでこのあそんなことでこのあそんなことでこのあそんなことでこのあと一年間と一年間と一年間と一年間をををを、、、、

行政の力で行政の力で行政の力で行政の力で、、、、包容力包容力包容力包容力、、、、そういう観点そういう観点そういう観点そういう観点で･･･で･･･で･･･で･･･。。。。    

〇議長〇議長〇議長〇議長（齊藤正行君）（齊藤正行君）（齊藤正行君）（齊藤正行君）    

川口議員、川口議員、川口議員、川口議員、質問質問質問質問をお願いします。をお願いします。をお願いします。をお願いします。    

〇３〇３〇３〇３番議員（番議員（番議員（番議員（川口正満君川口正満君川口正満君川口正満君））））    

考えをお願いします。考えをお願いします。考えをお願いします。考えをお願いします。    

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）    

町長町長町長町長    志村学君。志村学君。志村学君。志村学君。    

〇町長（志村学君）〇町長（志村学君）〇町長（志村学君）〇町長（志村学君）        

                    先ほど来言っていますように先ほど来言っていますように先ほど来言っていますように先ほど来言っていますように、、、、総合的な判断をして総合的な判断をして総合的な判断をして総合的な判断をして、、、、ここで統合ということを町ここで統合ということを町ここで統合ということを町ここで統合ということを町と教と教と教と教

育委員育委員育委員育委員会は考えているところであります。１年延長という考えもあるでしょうけども、会は考えているところであります。１年延長という考えもあるでしょうけども、会は考えているところであります。１年延長という考えもあるでしょうけども、会は考えているところであります。１年延長という考えもあるでしょうけども、

１日も早く安全な場所で勉学に励んでいただきたい。１日も早く安全な場所で勉学に励んでいただきたい。１日も早く安全な場所で勉学に励んでいただきたい。１日も早く安全な場所で勉学に励んでいただきたい。それにはあの校舎でそれにはあの校舎でそれにはあの校舎でそれにはあの校舎で、い、い、い、いつ地震がつ地震がつ地震がつ地震が

来るか来るか来るか来るか、つぶれるか、つぶれるか、つぶれるか、つぶれるか、火災が起きても、火災が起きても、火災が起きても、火災が起きてもすぐ火が回るようすぐ火が回るようすぐ火が回るようすぐ火が回るようななななところでありますからところでありますからところでありますからところでありますから、、、、子供子供子供子供

たちには安全なところで勉強していただきたいたちには安全なところで勉強していただきたいたちには安全なところで勉強していただきたいたちには安全なところで勉強していただきたい。。。。平林の人たちに平林の人たちに平林の人たちに平林の人たちに、今度、今度、今度、今度転入してくる人転入してくる人転入してくる人転入してくる人

たちがたちがたちがたちが、、、、平林平林平林平林がががが好きで来ていただくわけでありますから好きで来ていただくわけでありますから好きで来ていただくわけでありますから好きで来ていただくわけでありますから、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひあそこであそこであそこであそこで、、、、自然豊かなと自然豊かなと自然豊かなと自然豊かなと

ころで生活をしていただきたい。ただころで生活をしていただきたい。ただころで生活をしていただきたい。ただころで生活をしていただきたい。ただ、、、、その生活をするのとその生活をするのとその生活をするのとその生活をするのと、子どもたちが、子どもたちが、子どもたちが、子どもたちが安全なとこ安全なとこ安全なとこ安全なとこ

ろでろでろでろで教育が教育が教育が教育ができるとできるとできるとできるというのは、平林から教育を無くすわけではないですよね。いうのは、平林から教育を無くすわけではないですよね。いうのは、平林から教育を無くすわけではないですよね。いうのは、平林から教育を無くすわけではないですよね。ただ西小ただ西小ただ西小ただ西小

学校じゃなくて学校じゃなくて学校じゃなくて学校じゃなくて、、、、スクールバスでスクールバスでスクールバスでスクールバスで１５分ほど下って１５分ほど下って１５分ほど下って１５分ほど下ってきていただいてきていただいてきていただいてきていただいて、そこでダイナミッ、そこでダイナミッ、そこでダイナミッ、そこでダイナミッ

クな教育といったらクな教育といったらクな教育といったらクな教育といったらまたまたまたまた失礼失礼失礼失礼になるかもしれませんけどもになるかもしれませんけどもになるかもしれませんけどもになるかもしれませんけども、集団で、集団で、集団で、集団で学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ学習、学習、学習、学習、そして行そして行そして行そして行

動動動動、、、、そういうことそういうことそういうことそういうことをやっていただきたい。こういうことから統合しているわけでありまをやっていただきたい。こういうことから統合しているわけでありまをやっていただきたい。こういうことから統合しているわけでありまをやっていただきたい。こういうことから統合しているわけでありま

すから、すから、すから、すから、平林地区から教育をとってしまおうという平林地区から教育をとってしまおうという平林地区から教育をとってしまおうという平林地区から教育をとってしまおうという観点観点観点観点は毛頭ありません。は毛頭ありません。は毛頭ありません。は毛頭ありません。当然当然当然当然、、、、富士富士富士富士

川町の町民ですから川町の町民ですから川町の町民ですから川町の町民ですから、、、、平林へ住平林へ住平林へ住平林へ住もうが天神中條に住もうが、みんもうが天神中條に住もうが、みんもうが天神中條に住もうが、みんもうが天神中條に住もうが、みんな町民ですから、同じな町民ですから、同じな町民ですから、同じな町民ですから、同じ

光が当たるように光が当たるように光が当たるように光が当たるように、、、、役場はできる限りの努力をしていくつもりでおります。役場はできる限りの努力をしていくつもりでおります。役場はできる限りの努力をしていくつもりでおります。役場はできる限りの努力をしていくつもりでおります。    

○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）    

川口正満君川口正満君川口正満君川口正満君。。。。    

〇３〇３〇３〇３番議員（番議員（番議員（番議員（川口正満君川口正満君川口正満君川口正満君））））    

                    ３点目ですね。耐震化について３点目ですね。耐震化について３点目ですね。耐震化について３点目ですね。耐震化についてはははは、今、町長も触れまして、これこそ木造建築、今、町長も触れまして、これこそ木造建築、今、町長も触れまして、これこそ木造建築、今、町長も触れまして、これこそ木造建築校舎で校舎で校舎で校舎で

はありますが、これを生かしてはありますが、これを生かしてはありますが、これを生かしてはありますが、これを生かして耐震化する方向もあり得ると思うんですね。これは耐震化する方向もあり得ると思うんですね。これは耐震化する方向もあり得ると思うんですね。これは耐震化する方向もあり得ると思うんですね。これは、、、、もももも

し行政がやるし行政がやるし行政がやるし行政がやるののののであればであればであればであれば、、、、本当に県本当に県本当に県本当に県・・・・国からの耐震化工事補助金ももらえるかと思いま国からの耐震化工事補助金ももらえるかと思いま国からの耐震化工事補助金ももらえるかと思いま国からの耐震化工事補助金ももらえるかと思いま

す。やはりす。やはりす。やはりす。やはり、、、、これこそ地域の力これこそ地域の力これこそ地域の力これこそ地域の力、、、、行政の力で、教育行政の力で、教育行政の力で、教育行政の力で、教育委員会委員会委員会委員会がもっと積極的にがもっと積極的にがもっと積極的にがもっと積極的に動いていた動いていた動いていた動いていた

だくだくだくだくとととと、、、、そういう観点でそういう観点でそういう観点でそういう観点で、、、、今耐震化の必要性今耐震化の必要性今耐震化の必要性今耐震化の必要性、どういうふうな、どういうふうな、どういうふうな、どういうふうな応急処置応急処置応急処置応急処置か、か、か、か、あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、

いついつまでにできるかいついつまでにできるかいついつまでにできるかいついつまでにできるかとととという観点でいう観点でいう観点でいう観点で、、、、耐震化について耐震化について耐震化について耐震化について、、、、このこのこのこの西小を西小を西小を西小を存続させる観点で存続させる観点で存続させる観点で存続させる観点で

のののの耐震化工事耐震化工事耐震化工事耐震化工事についてお考えをお聞きします。についてお考えをお聞きします。についてお考えをお聞きします。についてお考えをお聞きします。    

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）    



１ ９１ ９１ ９１ ９     

町長町長町長町長    志村学君。志村学君。志村学君。志村学君。    

〇町長（志村学君）〇町長（志村学君）〇町長（志村学君）〇町長（志村学君）        

                    町といたしましては今の建物状況町といたしましては今の建物状況町といたしましては今の建物状況町といたしましては今の建物状況等等等等々々々々を勘案し、存続させるを勘案し、存続させるを勘案し、存続させるを勘案し、存続させるのではなくて、閉校ののではなくて、閉校ののではなくて、閉校ののではなくて、閉校の提提提提

案を今案を今案を今案を今議会議会議会議会へしてへしてへしてへしておりますおりますおりますおります。もし。もし。もし。もし存続させるであれば耐震化もしていかなきゃなら存続させるであれば耐震化もしていかなきゃなら存続させるであれば耐震化もしていかなきゃなら存続させるであれば耐震化もしていかなきゃならないないないない

と思いますがと思いますがと思いますがと思いますが、、、、多分先ほどいいましたＩ多分先ほどいいましたＩ多分先ほどいいましたＩ多分先ほどいいましたＩssss値値値値をををを０．７５なり０．７８０．７５なり０．７８０．７５なり０．７８０．７５なり０．７８なり上げることなり上げることなり上げることなり上げることはははは、、、、

今の木造の今の木造の今の木造の今の木造の改修では改修では改修では改修ではまず無理だとまず無理だとまず無理だとまず無理だと思います。思います。思います。思います。ほとんどほとんどほとんどほとんど鉄骨を入れて鉄骨を入れて鉄骨を入れて鉄骨を入れていかなきゃいけないいかなきゃいけないいかなきゃいけないいかなきゃいけない

と思っております。そこで木造での改築と思っております。そこで木造での改築と思っております。そこで木造での改築と思っております。そこで木造での改築ももももありますし、ありますし、ありますし、ありますし、鉄筋鉄筋鉄筋鉄筋での改築もあると思いますでの改築もあると思いますでの改築もあると思いますでの改築もあると思います

けどもけどもけどもけども、、、、それをするにそれをするにそれをするにそれをするにはははは設計から、設計から、設計から、設計から、補助金の協議から補助金の協議から補助金の協議から補助金の協議からすると１すると１すると１すると１年年年年はかかると思はかかると思はかかると思はかかると思います。います。います。います。

そしてまた、工事も１そしてまた、工事も１そしてまた、工事も１そしてまた、工事も１年年年年ではではではではできないと思いますからできないと思いますからできないと思いますからできないと思いますから、２年、２年、２年、２年あるいはあるいはあるいはあるいは３３３３年年年年、、、、継続継続継続継続費費費費をををを組組組組

んでんでんでんでやっていかなきゃならやっていかなきゃならやっていかなきゃならやっていかなきゃならないないないないとととと思います。思います。思います。思います。そうするそうするそうするそうするととととそのそのそのその間は、間は、間は、間は、子どもたちは子どもたちは子どもたちは子どもたちは、やは、やは、やは、やは

りりりり増穂小学校へ来ていただかなければならない、校舎をつぶしますので。増穂小学校へ来ていただかなければならない、校舎をつぶしますので。増穂小学校へ来ていただかなければならない、校舎をつぶしますので。増穂小学校へ来ていただかなければならない、校舎をつぶしますので。そんな状況そんな状況そんな状況そんな状況等等等等

々々々々もももも勘案勘案勘案勘案しながら、教育環境あるいはしながら、教育環境あるいはしながら、教育環境あるいはしながら、教育環境あるいは子どもの子どもの子どもの子どもの安全安全安全安全性というのを勘案しまして、性というのを勘案しまして、性というのを勘案しまして、性というのを勘案しまして、総合的総合的総合的総合的

に判断したのが廃校ということでに判断したのが廃校ということでに判断したのが廃校ということでに判断したのが廃校ということで、、、、今今今今、、、、廃校の条例を出させていただいているところで廃校の条例を出させていただいているところで廃校の条例を出させていただいているところで廃校の条例を出させていただいているところで

ああああります。ります。ります。ります。    

○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）    

川口正満君川口正満君川口正満君川口正満君。。。。    

〇３〇３〇３〇３番議員（番議員（番議員（番議員（川口正満君川口正満君川口正満君川口正満君））））    

                    ありがとうございます。まとめますけれども、ありがとうございます。まとめますけれども、ありがとうございます。まとめますけれども、ありがとうございます。まとめますけれども、今、方向の中ではですね、いろいろ条今、方向の中ではですね、いろいろ条今、方向の中ではですね、いろいろ条今、方向の中ではですね、いろいろ条

件が件が件が件が煮詰まるというか、煮詰まるというか、煮詰まるというか、煮詰まるというか、かなり判断がかなり判断がかなり判断がかなり判断が揺れる、揺れる、揺れる、揺れる、今今今今、、、、結論結論結論結論がががが求められている中でのご検討求められている中でのご検討求められている中でのご検討求められている中でのご検討

をお願いしをお願いしをお願いしをお願いしたいということですね。ぜひ前向きに、この歴史がたいということですね。ぜひ前向きに、この歴史がたいということですね。ぜひ前向きに、この歴史がたいということですね。ぜひ前向きに、この歴史が正しく、平林西小学校が正しく、平林西小学校が正しく、平林西小学校が正しく、平林西小学校が

存続できる観点でのご検討をお願いし存続できる観点でのご検討をお願いし存続できる観点でのご検討をお願いし存続できる観点でのご検討をお願いしたいと思いたいと思いたいと思いたいと思います。ます。ます。ます。    

○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）○議長（齊藤正行君）    

                    ほかに質疑ありませんか。ほかに質疑ありませんか。ほかに質疑ありませんか。ほかに質疑ありませんか。    

                    （（（（    なななな    しししし    ））））    

                    質疑なしと認めます。質疑なしと認めます。質疑なしと認めます。質疑なしと認めます。    

以上をもって、議案第以上をもって、議案第以上をもって、議案第以上をもって、議案第７４７４７４７４号に対する質疑を終わります。号に対する質疑を終わります。号に対する質疑を終わります。号に対する質疑を終わります。    

                    ここで暫時休憩します。ここで暫時休憩します。ここで暫時休憩します。ここで暫時休憩します。    

休憩休憩休憩休憩    午午午午後３時０１後３時０１後３時０１後３時０１分分分分    

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

再開再開再開再開    午午午午後３時１２後３時１２後３時１２後３時１２分分分分    

〇〇〇〇議長（齊藤正行君）議長（齊藤正行君）議長（齊藤正行君）議長（齊藤正行君）    

                    休憩を解いて再開します。休憩を解いて再開します。休憩を解いて再開します。休憩を解いて再開します。    

これから議案第これから議案第これから議案第これから議案第７４号の７４号の７４号の７４号の討論を行います。討論を行います。討論を行います。討論を行います。    

討論はありませんか。討論はありませんか。討論はありませんか。討論はありませんか。    

まず原案に反対の発言を許します。まず原案に反対の発言を許します。まず原案に反対の発言を許します。まず原案に反対の発言を許します。    



２ ０２ ０２ ０２ ０     

１１番１１番１１番１１番    市川淳子市川淳子市川淳子市川淳子さん。さん。さん。さん。    

〇１１番員（市川淳子さん）〇１１番員（市川淳子さん）〇１１番員（市川淳子さん）〇１１番員（市川淳子さん）    

                    私は今回の条例改正には反対いたします私は今回の条例改正には反対いたします私は今回の条例改正には反対いたします私は今回の条例改正には反対いたします。。。。今回の臨時議会で今回の臨時議会で今回の臨時議会で今回の臨時議会で、、、、この改正条例を成立さこの改正条例を成立さこの改正条例を成立さこの改正条例を成立さ

せる必要せる必要せる必要せる必要はまったくはまったくはまったくはまったくないと思っております。先ほどの質問でいろんなことが見えてきまないと思っております。先ほどの質問でいろんなことが見えてきまないと思っております。先ほどの質問でいろんなことが見えてきまないと思っております。先ほどの質問でいろんなことが見えてきま

した。した。した。した。町長町長町長町長の答弁からの答弁からの答弁からの答弁から、、、、情報が入った以降検討した結果、情報が入った以降検討した結果、情報が入った以降検討した結果、情報が入った以降検討した結果、３３３３つあると。耐震性の問題つあると。耐震性の問題つあると。耐震性の問題つあると。耐震性の問題、、、、

町単講師で１対１町単講師で１対１町単講師で１対１町単講師で１対１の問題の問題の問題の問題、、、、それから集団的な学びにならないというそれから集団的な学びにならないというそれから集団的な学びにならないというそれから集団的な学びにならないという３３３３つのことでつのことでつのことでつのことで、、、、自分自分自分自分

たちはこのままの改正条例を提案したというおたちはこのままの改正条例を提案したというおたちはこのままの改正条例を提案したというおたちはこのままの改正条例を提案したというお話を話を話を話をしてしてしてしていました。いました。いました。いました。しかし、しかし、しかし、しかし、このこのこのこの３３３３つのつのつのつの

理由はただし書きの条件には全く入ってないんです。この間理由はただし書きの条件には全く入ってないんです。この間理由はただし書きの条件には全く入ってないんです。この間理由はただし書きの条件には全く入ってないんです。この間、、、、平林の方たちも平林の方たちも平林の方たちも平林の方たちもＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡのののの

方たちも方たちも方たちも方たちも、、、、それに関係するいろんな方たちがそれに関係するいろんな方たちがそれに関係するいろんな方たちがそれに関係するいろんな方たちが、、、、あのただし書きの一あのただし書きの一あのただし書きの一あのただし書きの一文文文文をもって、をもって、をもって、をもって、必死で必死で必死で必死で

そのそのそのその条件をクリア条件をクリア条件をクリア条件をクリアしようとしようとしようとしようと頑張ってきたんです。私も最初はこんなに高いハードルをつ頑張ってきたんです。私も最初はこんなに高いハードルをつ頑張ってきたんです。私も最初はこんなに高いハードルをつ頑張ってきたんです。私も最初はこんなに高いハードルをつ

けられけられけられけられて、て、て、て、これはもう無理かもしれないと思いました。これはもう無理かもしれないと思いました。これはもう無理かもしれないと思いました。これはもう無理かもしれないと思いました。だけども、だけども、だけども、だけども、若さで若さで若さで若さでなんでなんでなんでなんでしょうしょうしょうしょう

かね。インターネットを使い、かね。インターネットを使い、かね。インターネットを使い、かね。インターネットを使い、足足足足を使いを使いを使いを使い、、、、いろんなことを駆使していろんなことを駆使していろんなことを駆使していろんなことを駆使して、ぎりぎり、ぎりぎり、ぎりぎり、ぎりぎりこの臨時この臨時この臨時この臨時

議会までに間に合議会までに間に合議会までに間に合議会までに間に合わせわせわせわせたんです。これたんです。これたんです。これたんです。これで、時で、時で、時で、時既に既に既に既に遅し、と遅し、と遅し、と遅し、ということで結論づけてしまっいうことで結論づけてしまっいうことで結論づけてしまっいうことで結論づけてしまっ

ていいていいていいていいののののでしょうか。でしょうか。でしょうか。でしょうか。もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、いろんな諸事情があると思います。統合に向けての準いろんな諸事情があると思います。統合に向けての準いろんな諸事情があると思います。統合に向けての準いろんな諸事情があると思います。統合に向けての準

備があるか備があるか備があるか備があるから、ら、ら、ら、今今今今、、、、決めなければいけない。県の教育委員会のこともあると思います。決めなければいけない。県の教育委員会のこともあると思います。決めなければいけない。県の教育委員会のこともあると思います。決めなければいけない。県の教育委員会のこともあると思います。

だだだだけれどもけれどもけれどもけれども、、、、どこに目を向けてどこに目を向けてどこに目を向けてどこに目を向けていいいいるかということが問題なんです。行政は町民の一人一るかということが問題なんです。行政は町民の一人一るかということが問題なんです。行政は町民の一人一るかということが問題なんです。行政は町民の一人一

人に向かい合うべきではないんですか。人に向かい合うべきではないんですか。人に向かい合うべきではないんですか。人に向かい合うべきではないんですか。平林平林平林平林の方たちの思いの方たちの思いの方たちの思いの方たちの思いをををを形にすべきだと私は思い形にすべきだと私は思い形にすべきだと私は思い形にすべきだと私は思い

ます。ます。ます。ます。私たち議員は私たち議員は私たち議員は私たち議員は状況の変化に応じて状況の変化に応じて状況の変化に応じて状況の変化に応じて、、、、町民の意思をしっかりと伝えなければならな町民の意思をしっかりと伝えなければならな町民の意思をしっかりと伝えなければならな町民の意思をしっかりと伝えなければならな

い。それが任務です。責務です。そういったい。それが任務です。責務です。そういったい。それが任務です。責務です。そういったい。それが任務です。責務です。そういった中、中、中、中、以前はこうだったとか以前はこうだったとか以前はこうだったとか以前はこうだったとか、、、、そういう状況そういう状況そういう状況そういう状況

があったかもしれませんががあったかもしれませんががあったかもしれませんががあったかもしれませんが、、、、今現在の状況と今現在の状況と今現在の状況と今現在の状況と、、、、これから可これから可これから可これから可能性のある未来を能性のある未来を能性のある未来を能性のある未来を、１０、１０、１０、１０年後年後年後年後

２０２０２０２０年後をどのように私たちが判断していくか。これは来年再来年年後をどのように私たちが判断していくか。これは来年再来年年後をどのように私たちが判断していくか。これは来年再来年年後をどのように私たちが判断していくか。これは来年再来年、、、、３年後４年後の問３年後４年後の問３年後４年後の問３年後４年後の問

題ではないんです題ではないんです題ではないんです題ではないんです、、、、今回の問題は。そういうことを考えてみますと今回の問題は。そういうことを考えてみますと今回の問題は。そういうことを考えてみますと今回の問題は。そういうことを考えてみますと、、、、今回のこの臨時議今回のこの臨時議今回のこの臨時議今回のこの臨時議

会でこの改正条例を判断すべきではない。条例はいつでも提案できるんです。この会でこの改正条例を判断すべきではない。条例はいつでも提案できるんです。この会でこの改正条例を判断すべきではない。条例はいつでも提案できるんです。この会でこの改正条例を判断すべきではない。条例はいつでも提案できるんです。この時期時期時期時期

にしてにしてにしてにしてほしくない。私はそう思っています。ほしくない。私はそう思っています。ほしくない。私はそう思っています。ほしくない。私はそう思っています。小学校小学校小学校小学校の存続と活性化問題は別という問題の存続と活性化問題は別という問題の存続と活性化問題は別という問題の存続と活性化問題は別という問題

があります。があります。があります。があります。それも確かにそうでしょう。しかしそれも確かにそうでしょう。しかしそれも確かにそうでしょう。しかしそれも確かにそうでしょう。しかし、私は、私は、私は、私は地域の活性化を考えた地域の活性化を考えた地域の活性化を考えた地域の活性化を考えた時に、時に、時に、時に、活活活活

性化しようとする原動力は性化しようとする原動力は性化しようとする原動力は性化しようとする原動力は、、、、どういうことに、どういうものが自分たちを動かしていくどういうことに、どういうものが自分たちを動かしていくどういうことに、どういうものが自分たちを動かしていくどういうことに、どういうものが自分たちを動かしていく

のかなと考えまのかなと考えまのかなと考えまのかなと考えましたしたしたした。そして考えた時にある。そして考えた時にある。そして考えた時にある。そして考えた時にある話を思い出しました。それは３．１１の話を思い出しました。それは３．１１の話を思い出しました。それは３．１１の話を思い出しました。それは３．１１の震震震震

災のときのお話です。震災災のときのお話です。震災災のときのお話です。震災災のときのお話です。震災ががががあるなんていうことを知らずにあるなんていうことを知らずにあるなんていうことを知らずにあるなんていうことを知らずに、、、、福島福島福島福島に、に、に、に、ふるさとふるさとふるさとふるさとに帰っに帰っに帰っに帰っ

ててててお産をしまお産をしまお産をしまお産をしましたしたしたした。。。。お産をするということで、病院に入ったお産をするということで、病院に入ったお産をするということで、病院に入ったお産をするということで、病院に入ったその矢先その矢先その矢先その矢先にあの津波ににあの津波ににあの津波ににあの津波にあっあっあっあっ

たとそうです。そして、その方たとそうです。そして、その方たとそうです。そして、その方たとそうです。そして、その方はははは患者さん患者さん患者さん患者さん共々逃げ、産気共々逃げ、産気共々逃げ、産気共々逃げ、産気づいたのがコンクリートの上づいたのがコンクリートの上づいたのがコンクリートの上づいたのがコンクリートの上

だっただっただっただったと聞きまと聞きまと聞きまと聞きましたしたしたした。それ。それ。それ。それで、あで、あで、あで、あんな災害の中でんな災害の中でんな災害の中でんな災害の中で子どもを子どもを子どもを子どもを産んだんです。そしたら産んだんです。そしたら産んだんです。そしたら産んだんです。そしたらば、ば、ば、ば、

これから未来があるかどうかもわからない人たちから絶賛なこれから未来があるかどうかもわからない人たちから絶賛なこれから未来があるかどうかもわからない人たちから絶賛なこれから未来があるかどうかもわからない人たちから絶賛な拍手だった拍手だった拍手だった拍手だったというんです。というんです。というんです。というんです。

これこそ子どもの力じゃないですか。命の力じゃないですか。そうこれこそ子どもの力じゃないですか。命の力じゃないですか。そうこれこそ子どもの力じゃないですか。命の力じゃないですか。そうこれこそ子どもの力じゃないですか。命の力じゃないですか。そういいいいうううう子どもたちの声子どもたちの声子どもたちの声子どもたちの声

は、人に勇気と希望を与えるんですは、人に勇気と希望を与えるんですは、人に勇気と希望を与えるんですは、人に勇気と希望を与えるんです。。。。中山間地域こそ小学校を残さなければ、そういう中山間地域こそ小学校を残さなければ、そういう中山間地域こそ小学校を残さなければ、そういう中山間地域こそ小学校を残さなければ、そういう

子どもたちの子どもたちの子どもたちの子どもたちの声は聞こえないんです。おばあちゃんたちに声は聞こえないんです。おばあちゃんたちに声は聞こえないんです。おばあちゃんたちに声は聞こえないんです。おばあちゃんたちに会いました。何人ものおばあ会いました。何人ものおばあ会いました。何人ものおばあ会いました。何人ものおばあ
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ちゃんたちに会いました。ちゃんたちに会いました。ちゃんたちに会いました。ちゃんたちに会いました。その方がその方がその方がその方が言うんです。「言うんです。「言うんです。「言うんです。「子どもの子どもの子どもの子どもの声はいいね。おらんとう、元声はいいね。おらんとう、元声はいいね。おらんとう、元声はいいね。おらんとう、元

気になるさ。」気になるさ。」気になるさ。」気になるさ。」そういうそういうそういうそういうおばあちゃんたちの声、おばあちゃんたちの声、おばあちゃんたちの声、おばあちゃんたちの声、そしてそしてそしてそして、、、、しかもしかもしかもしかも平林には平林には平林には平林には一人世帯一人世帯一人世帯一人世帯、、、、しかしかしかしか

も女性の世帯も女性の世帯も女性の世帯も女性の世帯がががが多いんです。多いんです。多いんです。多いんです。「「「「この間言われたんですよこの間言われたんですよこの間言われたんですよこの間言われたんですよ、稲刈りに手伝ってもらいたいん、稲刈りに手伝ってもらいたいん、稲刈りに手伝ってもらいたいん、稲刈りに手伝ってもらいたいん

だけれども。だけれども。だけれども。だけれども。いいですよいいですよいいですよいいですよとととと答えたんです。答えたんです。答えたんです。答えたんです。」」」」若い人が若い人が若い人が若い人がそう言いましたそう言いましたそう言いましたそう言いました。。。。中山中山中山中山間地域に間地域に間地域に間地域に若い若い若い若い

人たちが人たちが人たちが人たちが入らなければ入らなければ入らなければ入らなければ、、、、本当に限界本当に限界本当に限界本当に限界集落に集落に集落に集落になってしまうんです。なってしまうんです。なってしまうんです。なってしまうんです。町は、どうか未来に、町は、どうか未来に、町は、どうか未来に、町は、どうか未来に、

明るい未来を平林地区に明るい未来を平林地区に明るい未来を平林地区に明るい未来を平林地区に与えていただきたい。１与えていただきたい。１与えていただきたい。１与えていただきたい。１年間で年間で年間で年間でこれだけの可能性をこれだけの可能性をこれだけの可能性をこれだけの可能性を実証したで実証したで実証したで実証したで

はありませんかはありませんかはありませんかはありませんか。。。。どうか、どうか、どうか、どうか、そういう方々のそういう方々のそういう方々のそういう方々の力をさらに信じて、力をさらに信じて、力をさらに信じて、力をさらに信じて、そしてそしてそしてそして町町町町とととと共々に共々に共々に共々に中山間中山間中山間中山間

地域地域地域地域、ましてや平林、そ、ましてや平林、そ、ましてや平林、そ、ましてや平林、そして富士川町の発展のためにして富士川町の発展のためにして富士川町の発展のためにして富士川町の発展のために融合できるような融合できるような融合できるような融合できるような、そういう、そういう、そういう、そういう行政行政行政行政

であってほしい。そしてであってほしい。そしてであってほしい。そしてであってほしい。そして、、、、そそそそういう議員でういう議員でういう議員でういう議員であってほしいと思います。私はあってほしいと思います。私はあってほしいと思います。私はあってほしいと思います。私は、、、、今回の条例今回の条例今回の条例今回の条例

制定には、制定には、制定には、制定には、断固断固断固断固反対いたします。反対いたします。反対いたします。反対いたします。    

以上です。以上です。以上です。以上です。    

〇〇〇〇議長（齊藤正行君）議長（齊藤正行君）議長（齊藤正行君）議長（齊藤正行君）    

                    静粛に願います。静粛に願います。静粛に願います。静粛に願います。    

                    次に原案に次に原案に次に原案に次に原案に賛成の賛成の賛成の賛成の発言を発言を発言を発言を許します。許します。許します。許します。    

１２１２１２１２番番番番    齊藤欽也君。齊藤欽也君。齊藤欽也君。齊藤欽也君。    

〇１２番議員（〇１２番議員（〇１２番議員（〇１２番議員（齊藤欽也君齊藤欽也君齊藤欽也君齊藤欽也君））））    

                    それでは、私は当局提案のそれでは、私は当局提案のそれでは、私は当局提案のそれでは、私は当局提案の原原原原案に賛成の立場から意見を述べたいと思います。この案案に賛成の立場から意見を述べたいと思います。この案案に賛成の立場から意見を述べたいと思います。この案案に賛成の立場から意見を述べたいと思います。この案

件は、件は、件は、件は、１０月１０月１０月１０月７日の請願７日の請願７日の請願７日の請願不不不不採択を受けて採択を受けて採択を受けて採択を受けて町町町町当局が提出したものであります。９月定例会当局が提出したものであります。９月定例会当局が提出したものであります。９月定例会当局が提出したものであります。９月定例会

においてにおいてにおいてにおいて、西小学校の存続延長に関する請願の審査過程で、、西小学校の存続延長に関する請願の審査過程で、、西小学校の存続延長に関する請願の審査過程で、、西小学校の存続延長に関する請願の審査過程で、この内容は議論されてまいこの内容は議論されてまいこの内容は議論されてまいこの内容は議論されてまい

りました。審議においては、りました。審議においては、りました。審議においては、りました。審議においては、教育厚生常任教育厚生常任教育厚生常任教育厚生常任委員会において定例会前の事前調査委員会において定例会前の事前調査委員会において定例会前の事前調査委員会において定例会前の事前調査、本会議、本会議、本会議、本会議

付託後の付託後の付託後の付託後の審査審査審査審査、、、、全議員を招集しての全議員を招集しての全議員を招集しての全議員を招集しての委員会審査委員会審査委員会審査委員会審査、、、、そしてそしてそしてそして、定例会閉会後の、定例会閉会後の、定例会閉会後の、定例会閉会後の委員会審査委員会審査委員会審査委員会審査なななな

ど、これまでに例がど、これまでに例がど、これまでに例がど、これまでに例がないほど慎重に審議してきました。そしてないほど慎重に審議してきました。そしてないほど慎重に審議してきました。そしてないほど慎重に審議してきました。そしてまたまたまたまた、その内、その内、その内、その内容容容容は子どもは子どもは子どもは子ども

にとってのにとってのにとってのにとっての教育のあり方や地域とのつながり、教育のあり方や地域とのつながり、教育のあり方や地域とのつながり、教育のあり方や地域とのつながり、そしてまた地域活性化などそしてまた地域活性化などそしてまた地域活性化などそしてまた地域活性化など多岐にわたっ多岐にわたっ多岐にわたっ多岐にわたっ

たものであったと思います。たものであったと思います。たものであったと思います。たものであったと思います。そして１０月７日、議会運営委員会そして１０月７日、議会運営委員会そして１０月７日、議会運営委員会そして１０月７日、議会運営委員会の許可のもとに、の許可のもとに、の許可のもとに、の許可のもとに、議長議長議長議長

招集による議会だけの臨時会招集による議会だけの臨時会招集による議会だけの臨時会招集による議会だけの臨時会を開催しを開催しを開催しを開催し、継続審査となっていた教育厚生常任、継続審査となっていた教育厚生常任、継続審査となっていた教育厚生常任、継続審査となっていた教育厚生常任委員会の請委員会の請委員会の請委員会の請

願審査願審査願審査願審査のののの結果結果結果結果、内容は「不、内容は「不、内容は「不、内容は「不採択採択採択採択」を賛成多数」を賛成多数」を賛成多数」を賛成多数で可決しました。その理由で可決しました。その理由で可決しました。その理由で可決しました。その理由は、町からは、町からは、町からは、町から示さ示さ示さ示さ

れたれたれたれた条件をクリア条件をクリア条件をクリア条件をクリアしていない。していない。していない。していない。そして、そして、そして、そして、教育教育教育教育委員会の示した基本方針委員会の示した基本方針委員会の示した基本方針委員会の示した基本方針をををを尊重するという尊重するという尊重するという尊重するという

ものであったと思います。教育厚生常任委員ものであったと思います。教育厚生常任委員ものであったと思います。教育厚生常任委員ものであったと思います。教育厚生常任委員会会会会、、、、委員長委員長委員長委員長は井上光三議員でありますが、は井上光三議員でありますが、は井上光三議員でありますが、は井上光三議員でありますが、

委員会は９月委員会は９月委員会は９月委員会は９月３０日を委員会審査の３０日を委員会審査の３０日を委員会審査の３０日を委員会審査の最最最最終日と終日と終日と終日として請願審査の不採択をして請願審査の不採択をして請願審査の不採択をして請願審査の不採択を行いました。行いました。行いました。行いました。それそれそれそれ

は先ほど町長は先ほど町長は先ほど町長は先ほど町長のののの答弁の答弁の答弁の答弁の中にもありましたように中にもありましたように中にもありましたように中にもありましたように、、、、９月９月９月９月末を一つの目途にすると末を一つの目途にすると末を一つの目途にすると末を一つの目途にするというこというこというこということ

であったと思います。であったと思います。であったと思います。であったと思います。そして、それを受け、齊藤議長がこの請願についての臨時会を、そして、それを受け、齊藤議長がこの請願についての臨時会を、そして、それを受け、齊藤議長がこの請願についての臨時会を、そして、それを受け、齊藤議長がこの請願についての臨時会を、

そういう時期の判断のもと１０月７日に招集したのは、この件に関して議会の判断を早そういう時期の判断のもと１０月７日に招集したのは、この件に関して議会の判断を早そういう時期の判断のもと１０月７日に招集したのは、この件に関して議会の判断を早そういう時期の判断のもと１０月７日に招集したのは、この件に関して議会の判断を早

急に出す必要があったからだと思います急に出す必要があったからだと思います急に出す必要があったからだと思います急に出す必要があったからだと思います。本日の臨時会はその結果を受けて、。本日の臨時会はその結果を受けて、。本日の臨時会はその結果を受けて、。本日の臨時会はその結果を受けて、町長が町長が町長が町長が招招招招

集したものであります。議員各位には集したものであります。議員各位には集したものであります。議員各位には集したものであります。議員各位には釈迦に説法と言われる釈迦に説法と言われる釈迦に説法と言われる釈迦に説法と言われるかもしれませんがかもしれませんがかもしれませんがかもしれませんが、、、、議会議会議会議会のののの

議決がなければ議決がなければ議決がなければ議決がなければ町の町の町の町の行政は何にも進みません。議行政は何にも進みません。議行政は何にも進みません。議行政は何にも進みません。議会は絶えず議決行為としての判断を求会は絶えず議決行為としての判断を求会は絶えず議決行為としての判断を求会は絶えず議決行為としての判断を求
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められているとめられているとめられているとめられていると思います。思います。思います。思います。その時その時がその時その時がその時その時がその時その時が大事であ大事であ大事であ大事であり、己の思いや予見り、己の思いや予見り、己の思いや予見り、己の思いや予見だけだけだけだけでででで判断すべ判断すべ判断すべ判断すべ

きではないと私は思っております。また、いたずらに判断を先延ばしすることきではないと私は思っております。また、いたずらに判断を先延ばしすることきではないと私は思っております。また、いたずらに判断を先延ばしすることきではないと私は思っております。また、いたずらに判断を先延ばしすることは、町民は、町民は、町民は、町民

生活生活生活生活への影響への影響への影響への影響がががが大きく、許されることでないと思います。大きく、許されることでないと思います。大きく、許されることでないと思います。大きく、許されることでないと思います。さて、さて、さて、さて、本日の臨時会招集が本日の臨時会招集が本日の臨時会招集が本日の臨時会招集が決決決決

定した後、定した後、定した後、定した後、先ほどから議論になっております先ほどから議論になっております先ほどから議論になっております先ほどから議論になっております、西小、西小、西小、西小についてについてについてについて新たな動きがあったという新たな動きがあったという新たな動きがあったという新たな動きがあったという

ことでありますがことでありますがことでありますがことでありますが、、、、現時点において現時点において現時点において現時点においても、尚且つ、も、尚且つ、も、尚且つ、も、尚且つ、客観的には客観的には客観的には客観的には常任常任常任常任委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告時点と何も時点と何も時点と何も時点と何も

変わっていないだろうと変わっていないだろうと変わっていないだろうと変わっていないだろうと私は思っております。私は思っております。私は思っております。私は思っております。確かに確かに確かに確かに多くの方々が努力され多くの方々が努力され多くの方々が努力され多くの方々が努力され、、、、そしてこそしてこそしてこそしてこ

の４月以降の４月以降の４月以降の４月以降児童が増える、そういった児童が増える、そういった児童が増える、そういった児童が増える、そういった可能性を可能性を可能性を可能性を十十十十分に秘めた分に秘めた分に秘めた分に秘めたということではあります。ということではあります。ということではあります。ということではあります。

そしてそれを踏まえて、町当局は庁内で検討委員会をそしてそれを踏まえて、町当局は庁内で検討委員会をそしてそれを踏まえて、町当局は庁内で検討委員会をそしてそれを踏まえて、町当局は庁内で検討委員会を開催し開催し開催し開催し、そして、そして、そして、そして教育委員会は、昨教育委員会は、昨教育委員会は、昨教育委員会は、昨

日、臨時教育委員会を招集し、日、臨時教育委員会を招集し、日、臨時教育委員会を招集し、日、臨時教育委員会を招集し、改めてそれらの改めてそれらの改めてそれらの改めてそれらの内容も精査しな内容も精査しな内容も精査しな内容も精査しながらがらがらがら議論を重ねてきた。議論を重ねてきた。議論を重ねてきた。議論を重ねてきた。

そういったお話もそういったお話もそういったお話もそういったお話もありました。私たち議員各位ありました。私たち議員各位ありました。私たち議員各位ありました。私たち議員各位ももももこのこのこのこの事態事態事態事態について多くのについて多くのについて多くのについて多くの情報を得なが情報を得なが情報を得なが情報を得なが

らららら判断されたことと思います。判断されたことと思います。判断されたことと思います。判断されたことと思います。ただ、問題になるただ、問題になるただ、問題になるただ、問題になることことことことは、多くの議論の過程で出されたは、多くの議論の過程で出されたは、多くの議論の過程で出されたは、多くの議論の過程で出された

ように、子どもたちの教育を今後どのように私たちは支えていくのかように、子どもたちの教育を今後どのように私たちは支えていくのかように、子どもたちの教育を今後どのように私たちは支えていくのかように、子どもたちの教育を今後どのように私たちは支えていくのか。。。。そしてそしてそしてそして地域の活地域の活地域の活地域の活

性化について性化について性化について性化について、どうしていくのか、どうしていくのか、どうしていくのか、どうしていくのかということということということということだろうと思いますだろうと思いますだろうと思いますだろうと思います。。。。このこのこのこの地域の活性化とい地域の活性化とい地域の活性化とい地域の活性化とい

う点についう点についう点についう点について言うなて言うなて言うなて言うなららららばばばば、すでに教育厚生常任、すでに教育厚生常任、すでに教育厚生常任、すでに教育厚生常任委員会の委員会の委員会の委員会の請願審査の請願審査の請願審査の請願審査の報告の報告の報告の報告の中中中中にもありまにもありまにもありまにもありま

したしたしたしたが、が、が、が、教育の問題と教育の問題と教育の問題と教育の問題と活性化の問題は切り離していこう、そしてそれを受けて、活性化の問題は切り離していこう、そしてそれを受けて、活性化の問題は切り離していこう、そしてそれを受けて、活性化の問題は切り離していこう、そしてそれを受けて、議長議長議長議長はははは

議長名で活性化については平林地域について議長名で活性化については平林地域について議長名で活性化については平林地域について議長名で活性化については平林地域について特段の配慮を求めるといっ特段の配慮を求めるといっ特段の配慮を求めるといっ特段の配慮を求めるといった内容の要望をた内容の要望をた内容の要望をた内容の要望を

町当局に町当局に町当局に町当局に出されております。私はこの出されております。私はこの出されております。私はこの出されております。私はこの件については、件については、件については、件については、地域住民、地域住民、地域住民、地域住民、保護者そして町民に、保護者そして町民に、保護者そして町民に、保護者そして町民に、

いたずらに混乱を長引かせるだけであり、これ以上この件について今議会を最後に議論いたずらに混乱を長引かせるだけであり、これ以上この件について今議会を最後に議論いたずらに混乱を長引かせるだけであり、これ以上この件について今議会を最後に議論いたずらに混乱を長引かせるだけであり、これ以上この件について今議会を最後に議論

は終わるべきだと思います。そして、前に向かって新しい教育を、そして平林と共に、は終わるべきだと思います。そして、前に向かって新しい教育を、そして平林と共に、は終わるべきだと思います。そして、前に向かって新しい教育を、そして平林と共に、は終わるべきだと思います。そして、前に向かって新しい教育を、そして平林と共に、

自然を愛する多くの定住者と共に、よい教育を与えながら、自然を愛する多くの定住者と共に、よい教育を与えながら、自然を愛する多くの定住者と共に、よい教育を与えながら、自然を愛する多くの定住者と共に、よい教育を与えながら、よい地域づくりのために、よい地域づくりのために、よい地域づくりのために、よい地域づくりのために、

そして私たち議会も町も協力してやっていく、そういった前向きな対応で今後望んでいそして私たち議会も町も協力してやっていく、そういった前向きな対応で今後望んでいそして私たち議会も町も協力してやっていく、そういった前向きな対応で今後望んでいそして私たち議会も町も協力してやっていく、そういった前向きな対応で今後望んでい

く必要があるだろうと思います。以上のことをもって私は当局の考えに賛成したいと思く必要があるだろうと思います。以上のことをもって私は当局の考えに賛成したいと思く必要があるだろうと思います。以上のことをもって私は当局の考えに賛成したいと思く必要があるだろうと思います。以上のことをもって私は当局の考えに賛成したいと思

います。議員各位には、７日の議論、これに沿った判断をいます。議員各位には、７日の議論、これに沿った判断をいます。議員各位には、７日の議論、これに沿った判断をいます。議員各位には、７日の議論、これに沿った判断をされることを強くされることを強くされることを強くされることを強く、切に要望、切に要望、切に要望、切に要望

してしてしてして賛成討論としたいと思います賛成討論としたいと思います賛成討論としたいと思います賛成討論としたいと思います。。。。    

以上です。以上です。以上です。以上です。    

〇〇〇〇議長（齊藤正行君）議長（齊藤正行君）議長（齊藤正行君）議長（齊藤正行君）    

                    ほかに討論はありませんか。ほかに討論はありませんか。ほかに討論はありませんか。ほかに討論はありませんか。    

原案に反対の発言を許します。原案に反対の発言を許します。原案に反対の発言を許します。原案に反対の発言を許します。    

                    １３番１３番１３番１３番    井上光三君。井上光三君。井上光三君。井上光三君。    

〇１３番議員（井上光三君）〇１３番議員（井上光三君）〇１３番議員（井上光三君）〇１３番議員（井上光三君）    

                    私は反対の立場で意見を言わせていただきます。私は反対の立場で意見を言わせていただきます。私は反対の立場で意見を言わせていただきます。私は反対の立場で意見を言わせていただきます。先の先の先の先の請願を受けて、教育厚生常任請願を受けて、教育厚生常任請願を受けて、教育厚生常任請願を受けて、教育厚生常任委委委委

員長という立場員長という立場員長という立場員長という立場ですのでですのでですのでですので、今日は討論、今日は討論、今日は討論、今日は討論の場にはの場にはの場にはの場には立つ立つ立つ立つ予定ではございませんでした。ただ予定ではございませんでした。ただ予定ではございませんでした。ただ予定ではございませんでした。ただ

しししし、、、、ここで間違った判断をしたくないというのが私の考えです。私はここで間違った判断をしたくないというのが私の考えです。私はここで間違った判断をしたくないというのが私の考えです。私はここで間違った判断をしたくないというのが私の考えです。私は皆さんご存知のよ皆さんご存知のよ皆さんご存知のよ皆さんご存知のよ

うに、南小学校があるうに、南小学校があるうに、南小学校があるうに、南小学校がある小室小室小室小室、、、、穂積地域で穂積地域で穂積地域で穂積地域でずっとずっとずっとずっと生まれ育ってきています。穂積地域では生まれ育ってきています。穂積地域では生まれ育ってきています。穂積地域では生まれ育ってきています。穂積地域では

地域にある学校を守りましょうということ地域にある学校を守りましょうということ地域にある学校を守りましょうということ地域にある学校を守りましょうということを、を、を、を、これまでこれまでこれまでこれまで３０年間３０年間３０年間３０年間やってきました。恐らやってきました。恐らやってきました。恐らやってきました。恐ら



２ ３２ ３２ ３２ ３     

く平林く平林く平林く平林もももも私たちと私たちと私たちと私たちと同じ同じ同じ同じような考え方ような考え方ような考え方ような考え方だだだだと思います。と思います。と思います。と思います。先の先の先の先の請願に対して私たち教育厚生常請願に対して私たち教育厚生常請願に対して私たち教育厚生常請願に対して私たち教育厚生常

任委員会は任委員会は任委員会は任委員会は、異例、異例、異例、異例ではありますけれども、事前調査を含めではありますけれども、事前調査を含めではありますけれども、事前調査を含めではありますけれども、事前調査を含め、、、、またまたまたまた、会期が、会期が、会期が、会期が終わってから終わってから終わってから終わってから

の継続審査も含めの継続審査も含めの継続審査も含めの継続審査も含めて６回の審査を行ってきました。これはて６回の審査を行ってきました。これはて６回の審査を行ってきました。これはて６回の審査を行ってきました。これは、、、、私はなるべく多くの意見を私はなるべく多くの意見を私はなるべく多くの意見を私はなるべく多くの意見を

聞きたいということで聞きたいということで聞きたいということで聞きたいということで、異例、異例、異例、異例ととととはははは言われましたけれども、皆さんの意見を聞きながら、言われましたけれども、皆さんの意見を聞きながら、言われましたけれども、皆さんの意見を聞きながら、言われましたけれども、皆さんの意見を聞きながら、

ただし９月の時点においてただし９月の時点においてただし９月の時点においてただし９月の時点において、、、、その請願の判断というのは請願の内容が妥当かどうかといその請願の判断というのは請願の内容が妥当かどうかといその請願の判断というのは請願の内容が妥当かどうかといその請願の判断というのは請願の内容が妥当かどうかとい

う判断う判断う判断う判断を一本に絞って、を一本に絞って、を一本に絞って、を一本に絞って、私たち委員会では私たち委員会では私たち委員会では私たち委員会ではやってやってやってやってきました。確かにきました。確かにきました。確かにきました。確かに委員会委員会委員会委員会は意見が分かは意見が分かは意見が分かは意見が分か

れましたけれどもれましたけれどもれましたけれどもれましたけれども、、、、多数ということで多数ということで多数ということで多数ということで、、、、当時の当時の当時の当時の９９９９月月月月３０日３０日３０日３０日時点では存続要件を満たして時点では存続要件を満たして時点では存続要件を満たして時点では存続要件を満たして

いないという状況がはっきりとしたということで、請願を不採択という委員会の意見でいないという状況がはっきりとしたということで、請願を不採択という委員会の意見でいないという状況がはっきりとしたということで、請願を不採択という委員会の意見でいないという状況がはっきりとしたということで、請願を不採択という委員会の意見で

したしたしたした。。。。それを受けて７日の臨時議会では、それを受けて７日の臨時議会では、それを受けて７日の臨時議会では、それを受けて７日の臨時議会では、議員議員議員議員の皆さんがその上での皆さんがその上での皆さんがその上での皆さんがその上で判断をされて不採択判断をされて不採択判断をされて不採択判断をされて不採択

という結論にという結論にという結論にという結論になったなったなったなったんですがんですがんですがんですが、、、、私の胸の内では一貫して私の胸の内では一貫して私の胸の内では一貫して私の胸の内では一貫して平林平林平林平林に学校に学校に学校に学校をををを残したいという気残したいという気残したいという気残したいという気

持ちでいっぱいでした。異例でしょうけども持ちでいっぱいでした。異例でしょうけども持ちでいっぱいでした。異例でしょうけども持ちでいっぱいでした。異例でしょうけども、、、、ここに討論というここに討論というここに討論というここに討論というとととところに立たせていたころに立たせていたころに立たせていたころに立たせていた

だきましたけれどもだきましたけれどもだきましたけれどもだきましたけれども、、、、まずまずまずまず間違った判断を間違った判断を間違った判断を間違った判断をしたくないということですね。９月終わってしたくないということですね。９月終わってしたくないということですね。９月終わってしたくないということですね。９月終わって

からの状況からの状況からの状況からの状況、、、、皆さん皆さん皆さん皆さんのののの手元にあるような形で児童数が手元にあるような形で児童数が手元にあるような形で児童数が手元にあるような形で児童数が増えると増えると増えると増えるというこというこというこということが、が、が、が、かなり高いかなり高いかなり高いかなり高い

可能性で出てきているんです。可能性で出てきているんです。可能性で出てきているんです。可能性で出てきているんです。２７年には１２人、２７年には１２人、２７年には１２人、２７年には１２人、そのうち９人の児童そのうち９人の児童そのうち９人の児童そのうち９人の児童が平林地が平林地が平林地が平林地域内か域内か域内か域内か

ら通学できるというのはら通学できるというのはら通学できるというのはら通学できるというのは、かなり、かなり、かなり、かなり高い可能性で出てきている以上は高い可能性で出てきている以上は高い可能性で出てきている以上は高い可能性で出てきている以上は、、、、私はもう一度考え私はもう一度考え私はもう一度考え私はもう一度考え

てててて、、、、先ほどの教育委員会先ほどの教育委員会先ほどの教育委員会先ほどの教育委員会、質、質、質、質疑の中の疑の中の疑の中の疑の中の町の答弁にもありましたけども町の答弁にもありましたけども町の答弁にもありましたけども町の答弁にもありましたけども、、、、平成平成平成平成３０年には３０年には３０年には３０年には

「０」「０」「０」「０」になるところがあるんじゃないかと。確かにこうなってになるところがあるんじゃないかと。確かにこうなってになるところがあるんじゃないかと。確かにこうなってになるところがあるんじゃないかと。確かにこうなっていいいいるんでするんでするんでするんですが、が、が、が、これこれこれこれはははは３３３３

年とか年とか年とか年とかあとのあとのあとのあとのことですからことですからことですからことですから、、、、私私私私ははははこの際この際この際この際、、、、ここでこの条例は否決してここでこの条例は否決してここでこの条例は否決してここでこの条例は否決して、、、、もう少し延ばしもう少し延ばしもう少し延ばしもう少し延ばし

て１年でも２年でて１年でも２年でて１年でも２年でて１年でも２年でも様子をも様子をも様子をも様子を見て見て見て見て、、、、もう一度この努力というもう一度この努力というもう一度この努力というもう一度この努力という、、、、私は頭の下がる思いです。私は頭の下がる思いです。私は頭の下がる思いです。私は頭の下がる思いです。

この保護者の皆さんこの保護者の皆さんこの保護者の皆さんこの保護者の皆さん、、、、地域の皆さんが地域の皆さんが地域の皆さんが地域の皆さんが、、、、私たちも経験がありますから私たちも経験がありますから私たちも経験がありますから私たちも経験がありますから、、、、よそからよそからよそからよそから、、、、県外県外県外県外

からからからから、こういったところに住みたい、こういった学校、こういったところに住みたい、こういった学校、こういったところに住みたい、こういった学校、こういったところに住みたい、こういった学校でででで子どもを学ばせたい子どもを学ばせたい子どもを学ばせたい子どもを学ばせたいという気持という気持という気持という気持

ちがよくわかりますし、それをちがよくわかりますし、それをちがよくわかりますし、それをちがよくわかりますし、それを保護者とか、保護者とか、保護者とか、保護者とか、地域の方だけでここまで努力した地域の方だけでここまで努力した地域の方だけでここまで努力した地域の方だけでここまで努力したというこというこというこというこ

とは、これは本当にとは、これは本当にとは、これは本当にとは、これは本当に敬意敬意敬意敬意に値することだと思いますしに値することだと思いますしに値することだと思いますしに値することだと思いますし、、、、これをこのまま見過ごすことはこれをこのまま見過ごすことはこれをこのまま見過ごすことはこれをこのまま見過ごすことは

できない。これができない。これができない。これができない。これがやがてはやがてはやがてはやがては地域づくり、地域づくり、地域づくり、地域づくり、町町町町づくりにつながっていくんだというふうに思づくりにつながっていくんだというふうに思づくりにつながっていくんだというふうに思づくりにつながっていくんだというふうに思

います。います。います。います。夢夢夢夢と希望のある富士川町をと希望のある富士川町をと希望のある富士川町をと希望のある富士川町をつくってつくってつくってつくっているということであればいるということであればいるということであればいるということであれば、、、、こうした皆さんこうした皆さんこうした皆さんこうした皆さん

の努力を無の努力を無の努力を無の努力を無ににににしないでしないでしないでしないで、、、、これがひいてはこれがひいてはこれがひいてはこれがひいては、、、、富士川町富士川町富士川町富士川町５００人５００人５００人５００人アップやってアップやってアップやってアップやっていいいいますけれどますけれどますけれどますけれど

もももも、、、、これがこれがこれがこれが、、、、こういう努力がつながっていくんだこういう努力がつながっていくんだこういう努力がつながっていくんだこういう努力がつながっていくんだとととといういういういうふうにふうにふうにふうに私は私は私は私は思って思って思って思っていますしいますしいますしいますし、、、、何何何何

で教育厚生常任委員長がで教育厚生常任委員長がで教育厚生常任委員長がで教育厚生常任委員長があんなあんなあんなあんなところところところところにいって討論にいって討論にいって討論にいって討論するんだという批判があるかと思いするんだという批判があるかと思いするんだという批判があるかと思いするんだという批判があるかと思い

ますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、私の気持ちはそういう考私の気持ちはそういう考私の気持ちはそういう考私の気持ちはそういう考えでえでえでえで、、、、今回の今回の今回の今回の条例条例条例条例に対しては反対に対しては反対に対しては反対に対しては反対ししししたいと思いたいと思いたいと思いたいと思い

ますしますしますしますし、、、、できればここができればここができればここができればここが１１１１年でも年でも年でも年でも２２２２年でも続いて年でも続いて年でも続いて年でも続いて、、、、そこそこそこそこででででまたまたまたまた見極めて、見極めて、見極めて、見極めて、平成平成平成平成３０年に３０年に３０年に３０年に

はははは学年が学年が学年が学年が「０」「０」「０」「０」のところがあったけどものところがあったけどものところがあったけどものところがあったけども、、、、ままままた来ましたね、また来ましたねって、た来ましたね、また来ましたねって、た来ましたね、また来ましたねって、た来ましたね、また来ましたねって、これこれこれこれ

がみんなでまたそういう努力を重ねていくということが必要じゃないかというがみんなでまたそういう努力を重ねていくということが必要じゃないかというがみんなでまたそういう努力を重ねていくということが必要じゃないかというがみんなでまたそういう努力を重ねていくということが必要じゃないかというふうにふうにふうにふうに思思思思

いますしいますしいますしいますし、、、、私はこの動きをここで私はこの動きをここで私はこの動きをここで私はこの動きをここで止めたくない、止めたくない、止めたくない、止めたくない、そういう思いで討論の場にそういう思いで討論の場にそういう思いで討論の場にそういう思いで討論の場に立たせて立たせて立たせて立たせていいいい

ただきました。ただきました。ただきました。ただきました。    

以上です。以上です。以上です。以上です。    



２ ４２ ４２ ４２ ４     

〇〇〇〇議長（齊藤正行君）議長（齊藤正行君）議長（齊藤正行君）議長（齊藤正行君）    

                    次に原案に賛成者の発言を許します。次に原案に賛成者の発言を許します。次に原案に賛成者の発言を許します。次に原案に賛成者の発言を許します。    

（（（（    なななな    しししし    ））））    

討論なしと認めます。討論なしと認めます。討論なしと認めます。討論なしと認めます。    

以上をもって議案第以上をもって議案第以上をもって議案第以上をもって議案第７４号７４号７４号７４号のののの討論を終わります。討論を終わります。討論を終わります。討論を終わります。    

これから日程第これから日程第これから日程第これから日程第４４４４    議案第議案第議案第議案第７４号を７４号を７４号を７４号を採決します。採決します。採決します。採決します。    

議案第議案第議案第議案第７４号は７４号は７４号は７４号は起立によって採決します。起立によって採決します。起立によって採決します。起立によって採決します。    

本案を原案のとおり決定することに賛成の方は本案を原案のとおり決定することに賛成の方は本案を原案のとおり決定することに賛成の方は本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立願います。起立願います。起立願います。    

（（（（    賛成賛成賛成賛成    １０、１０、１０、１０、    反対反対反対反対    ５５５５    ））））    

起立多数です起立多数です起立多数です起立多数です。。。。したがって議案第したがって議案第したがって議案第したがって議案第７４号は７４号は７４号は７４号は原案のとおり可決されました。原案のとおり可決されました。原案のとおり可決されました。原案のとおり可決されました。    

    

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）    

        日程第日程第日程第日程第５５５５    議案第議案第議案第議案第７５号７５号７５号７５号    平成平成平成平成２６年２６年２６年２６年度富士川町一般会計補正予算度富士川町一般会計補正予算度富士川町一般会計補正予算度富士川町一般会計補正予算（（（（第６号第６号第６号第６号））））についてを議についてを議についてを議についてを議

題とします。題とします。題とします。題とします。    

町長から町長から町長から町長から、、、、本案について提案理由の説明を本案について提案理由の説明を本案について提案理由の説明を本案について提案理由の説明を求め求め求め求めます。ます。ます。ます。    

町長町長町長町長    志村学君。志村学君。志村学君。志村学君。    

〇町長〇町長〇町長〇町長（（（（志村学志村学志村学志村学君）君）君）君）    

                                                        議議議議    案案案案    のののの    提提提提    案案案案    理理理理    由由由由    説説説説    明明明明                            

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）    

                    次に、議案第次に、議案第次に、議案第次に、議案第７５７５７５７５号の補足説明を求めます。号の補足説明を求めます。号の補足説明を求めます。号の補足説明を求めます。    

財政課長財政課長財政課長財政課長    齋藤靖君。齋藤靖君。齋藤靖君。齋藤靖君。    

〇財政課長（齋藤靖君）〇財政課長（齋藤靖君）〇財政課長（齋藤靖君）〇財政課長（齋藤靖君）    

それでは、議案第７５号の補足説明をさせていただきます。それでは、議案第７５号の補足説明をさせていただきます。それでは、議案第７５号の補足説明をさせていただきます。それでは、議案第７５号の補足説明をさせていただきます。    

補正予算書の裏面をお開きください。補正予算書の裏面をお開きください。補正予算書の裏面をお開きください。補正予算書の裏面をお開きください。    

（以下、平成２６年度富士川町一般会計補正予算の朗読）（以下、平成２６年度富士川町一般会計補正予算の朗読）（以下、平成２６年度富士川町一般会計補正予算の朗読）（以下、平成２６年度富士川町一般会計補正予算の朗読）    

詳細は、事項別明細書にて説明をさせていただきます。事項別明細書の３ページをお詳細は、事項別明細書にて説明をさせていただきます。事項別明細書の３ページをお詳細は、事項別明細書にて説明をさせていただきます。事項別明細書の３ページをお詳細は、事項別明細書にて説明をさせていただきます。事項別明細書の３ページをお

開きください。開きください。開きください。開きください。    

（以下、平成２６年度富士川町一般会計補正予算事項別明細書の朗読）（以下、平成２６年度富士川町一般会計補正予算事項別明細書の朗読）（以下、平成２６年度富士川町一般会計補正予算事項別明細書の朗読）（以下、平成２６年度富士川町一般会計補正予算事項別明細書の朗読）    

以上、議案第以上、議案第以上、議案第以上、議案第７５号の７５号の７５号の７５号の補足説明とさせていた補足説明とさせていた補足説明とさせていた補足説明とさせていただきますだきますだきますだきます。。。。よろしくよろしくよろしくよろしくごごごご審議いただきます審議いただきます審議いただきます審議いただきます

ようお願い申し上げます。ようお願い申し上げます。ようお願い申し上げます。ようお願い申し上げます。    

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）    

以上で、町長の提案理由以上で、町長の提案理由以上で、町長の提案理由以上で、町長の提案理由説明説明説明説明ならびに担当課長の補足説明が終わりました。ならびに担当課長の補足説明が終わりました。ならびに担当課長の補足説明が終わりました。ならびに担当課長の補足説明が終わりました。    

これから、議案第これから、議案第これから、議案第これから、議案第７５７５７５７５号の質疑を行います。号の質疑を行います。号の質疑を行います。号の質疑を行います。    

質疑はありませんか。質疑はありませんか。質疑はありませんか。質疑はありませんか。    

９番、９番、９番、９番、長澤長澤長澤長澤健君。健君。健君。健君。    



２ ５２ ５２ ５２ ５     

〇９番議員（長澤健君）〇９番議員（長澤健君）〇９番議員（長澤健君）〇９番議員（長澤健君）    

そそそそれでは１点だけ質問させていただきますれでは１点だけ質問させていただきますれでは１点だけ質問させていただきますれでは１点だけ質問させていただきます。１１款災害復旧費２。１１款災害復旧費２。１１款災害復旧費２。１１款災害復旧費２目目目目１３節１３節１３節１３節の委託料、の委託料、の委託料、の委託料、

農道災害測量設計業務に農道災害測量設計業務に農道災害測量設計業務に農道災害測量設計業務に１８０万円１８０万円１８０万円１８０万円ですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、これは桜回廊の土砂の崩落した部分だこれは桜回廊の土砂の崩落した部分だこれは桜回廊の土砂の崩落した部分だこれは桜回廊の土砂の崩落した部分だ

と思うんですけれども、と思うんですけれども、と思うんですけれども、と思うんですけれども、あれは確実にあれは確実にあれは確実にあれは確実に設計ミスだと僕は思いました。あそこ設計ミスだと僕は思いました。あそこ設計ミスだと僕は思いました。あそこ設計ミスだと僕は思いました。あそこは、実際はは、実際はは、実際はは、実際は

沢沢沢沢になっているんですになっているんですになっているんですになっているんですよねよねよねよね。。。。そこにそこにそこにそこに排水の排水の排水の排水の部分も何も入ってない状態で部分も何も入ってない状態で部分も何も入ってない状態で部分も何も入ってない状態で盛土盛土盛土盛土したというしたというしたというしたという

ところで今回の崩落ところで今回の崩落ところで今回の崩落ところで今回の崩落が起きたとが起きたとが起きたとが起きたと思うんですけれども思うんですけれども思うんですけれども思うんですけれども、、、、今回今回今回今回、、、、測量設計を委託するわけで測量設計を委託するわけで測量設計を委託するわけで測量設計を委託するわけで

すけれどもすけれどもすけれどもすけれども、町、町、町、町としてはこの部分に関して、排水とかそういう部分はどのように考えてとしてはこの部分に関して、排水とかそういう部分はどのように考えてとしてはこの部分に関して、排水とかそういう部分はどのように考えてとしてはこの部分に関して、排水とかそういう部分はどのように考えて

いるのか質問したいと思います。いるのか質問したいと思います。いるのか質問したいと思います。いるのか質問したいと思います。    

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）    

農林振興課長農林振興課長農林振興課長農林振興課長    細野幸男細野幸男細野幸男細野幸男君。君。君。君。    

○○○○農林振興課長（細野幸男君）農林振興課長（細野幸男君）農林振興課長（細野幸男君）農林振興課長（細野幸男君）    

長澤議長澤議長澤議長澤議員の質問にお答えします員の質問にお答えします員の質問にお答えします員の質問にお答えします。。。。先ほどの先ほどの先ほどの先ほどの、設計の排水を、設計の排水を、設計の排水を、設計の排水をどう考えるどう考えるどう考えるどう考えるというというというということですことですことですことです

けけけけれれれれどもどもどもども、、、、これにつきましてはこれにつきましてはこれにつきましてはこれにつきましては、、、、災害復旧は原形復旧が原則ということで災害復旧は原形復旧が原則ということで災害復旧は原形復旧が原則ということで災害復旧は原形復旧が原則ということで行って行って行って行っておりまおりまおりまおりま

す。ただしす。ただしす。ただしす。ただし、、、、その原因が何にあるかその原因が何にあるかその原因が何にあるかその原因が何にあるかを求めながら、を求めながら、を求めながら、を求めながら、復旧復旧復旧復旧していくことになろうかと思うしていくことになろうかと思うしていくことになろうかと思うしていくことになろうかと思う

んですんですんですんです。。。。ただただただただ、、、、これは委託してどういうものができるかこれは委託してどういうものができるかこれは委託してどういうものができるかこれは委託してどういうものができるか、出て、出て、出て、出てこないとわからないと思こないとわからないと思こないとわからないと思こないとわからないと思

いますがいますがいますがいますが、、、、基本は原形復旧ということになろうかと思います基本は原形復旧ということになろうかと思います基本は原形復旧ということになろうかと思います基本は原形復旧ということになろうかと思います。。。。確かに今崩れて確かに今崩れて確かに今崩れて確かに今崩れていいいいるとこるとこるとこるとこ

ろから見ますとろから見ますとろから見ますとろから見ますと、、、、途中から水が出ている状況でございます。だから最低限、途中から水が出ている状況でございます。だから最低限、途中から水が出ている状況でございます。だから最低限、途中から水が出ている状況でございます。だから最低限、水処理水処理水処理水処理も必も必も必も必

要かとは思います。要かとは思います。要かとは思います。要かとは思います。    

以上です。以上です。以上です。以上です。    

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）    

長澤長澤長澤長澤健君。健君。健君。健君。    

〇９番議員（長澤健君）〇９番議員（長澤健君）〇９番議員（長澤健君）〇９番議員（長澤健君）    

基本基本基本基本、、、、原形復旧ということですけれど原形復旧ということですけれど原形復旧ということですけれど原形復旧ということですけれど、、、、ということということということということは、またそこに大量の土砂をは、またそこに大量の土砂をは、またそこに大量の土砂をは、またそこに大量の土砂をもうもうもうもう

一度一度一度一度盛って、土羽を造って盛って、土羽を造って盛って、土羽を造って盛って、土羽を造って道路をもう一回道路をもう一回道路をもう一回道路をもう一回造るというような造るというような造るというような造るというような考え考え考え考えになるとになるとになるとになるといういういういうことですことですことですことです

か。か。か。か。    

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）    

農林振興課長農林振興課長農林振興課長農林振興課長    細野幸男細野幸男細野幸男細野幸男君。君。君。君。    

○○○○農林振興課長（細野幸男君）農林振興課長（細野幸男君）農林振興課長（細野幸男君）農林振興課長（細野幸男君）    

基本的に原形復旧でございますけ基本的に原形復旧でございますけ基本的に原形復旧でございますけ基本的に原形復旧でございますけれれれれどもどもどもども、、、、今の現況今の現況今の現況今の現況を見ますを見ますを見ますを見ますと、と、と、と、土羽土羽土羽土羽が崩れて相当が崩れて相当が崩れて相当が崩れて相当、、、、

飛んでます。飛んでます。飛んでます。飛んでます。だからそこへもう１回同じようにだからそこへもう１回同じようにだからそこへもう１回同じようにだからそこへもう１回同じように盛土を盛土を盛土を盛土をするのかするのかするのかするのか、、、、どうするのかというのどうするのかというのどうするのかというのどうするのかというの

はははは設計設計設計設計の中での中での中での中で、、、、どの方法がいいかということで出てきますのでどの方法がいいかということで出てきますのでどの方法がいいかということで出てきますのでどの方法がいいかということで出てきますので、今ここで、今ここで、今ここで、今ここで全く同じにす全く同じにす全く同じにす全く同じにす

るかということるかということるかということるかということははははちょっとお答えすることができません。今の道路を維持していく原形ちょっとお答えすることができません。今の道路を維持していく原形ちょっとお答えすることができません。今の道路を維持していく原形ちょっとお答えすることができません。今の道路を維持していく原形

復旧に復旧に復旧に復旧に、どういうのが、どういうのが、どういうのが、どういうのがいいかということであるかと思います。だから全く同じ構造とはいいかということであるかと思います。だから全く同じ構造とはいいかということであるかと思います。だから全く同じ構造とはいいかということであるかと思います。だから全く同じ構造とは

限らないかと限らないかと限らないかと限らないかと思います思います思います思います。。。。    

以以以以上です。上です。上です。上です。    



２ ６２ ６２ ６２ ６     

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）    

長澤長澤長澤長澤健君。健君。健君。健君。    

〇９番議員（長澤健君）〇９番議員（長澤健君）〇９番議員（長澤健君）〇９番議員（長澤健君）    

                    委託の委託の委託の委託の内容が出てくるまで分からない内容が出てくるまで分からない内容が出てくるまで分からない内容が出てくるまで分からないというというというということなんですけことなんですけことなんですけことなんですけれれれれどどどども、管理も、管理も、管理も、管理するするするする側側側側ですですですです

のでのでのでので、、、、ぜひしっかりと要望ぜひしっかりと要望ぜひしっかりと要望ぜひしっかりと要望というか、というか、というか、というか、排水の部分排水の部分排水の部分排水の部分ははははわかっていますしわかっていますしわかっていますしわかっていますし、、、、そういうところそういうところそういうところそういうところ

はきちんとチェックをしながら、このはきちんとチェックをしながら、このはきちんとチェックをしながら、このはきちんとチェックをしながら、この業務業務業務業務委託も進めてもらいたいなというふうに思い委託も進めてもらいたいなというふうに思い委託も進めてもらいたいなというふうに思い委託も進めてもらいたいなというふうに思い

ます。ます。ます。ます。    

以上で終わります。以上で終わります。以上で終わります。以上で終わります。    

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）    

ほかに質疑ありませんか。ほかに質疑ありませんか。ほかに質疑ありませんか。ほかに質疑ありませんか。    

３番、川口正満君。３番、川口正満君。３番、川口正満君。３番、川口正満君。    

〇３番議員（川口正満君）〇３番議員（川口正満君）〇３番議員（川口正満君）〇３番議員（川口正満君）    

同じ案件につきまして伺います。私も同じ案件につきまして伺います。私も同じ案件につきまして伺います。私も同じ案件につきまして伺います。私も、朝、朝、朝、朝早速早速早速早速おじゃましおじゃましおじゃましおじゃまして、山本さんからて、山本さんからて、山本さんからて、山本さんから伺った話伺った話伺った話伺った話

ですですですですけれども、４～５カ月前にけれども、４～５カ月前にけれども、４～５カ月前にけれども、４～５カ月前に工事が完了して工事が完了して工事が完了して工事が完了して、、、、確かに確かに確かに確かに沢沢沢沢の部分であったといの部分であったといの部分であったといの部分であったということ。うこと。うこと。うこと。

それらの状況の中でそれらの状況の中でそれらの状況の中でそれらの状況の中で三珠三珠三珠三珠建設建設建設建設がががが工事して工事して工事して工事して、、、、それそれそれそれでででで伺いたいのは伺いたいのは伺いたいのは伺いたいのは、この竣工検査の日付に、この竣工検査の日付に、この竣工検査の日付に、この竣工検査の日付に

ついて伺いたいついて伺いたいついて伺いたいついて伺いたい。。。。それと物件の譲与を県から町にされた日付それと物件の譲与を県から町にされた日付それと物件の譲与を県から町にされた日付それと物件の譲与を県から町にされた日付について伺います。について伺います。について伺います。について伺います。    

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）    

農林振興課長農林振興課長農林振興課長農林振興課長    細野幸男細野幸男細野幸男細野幸男君。君。君。君。    

○○○○農林振興課長（細野幸男君）農林振興課長（細野幸男君）農林振興課長（細野幸男君）農林振興課長（細野幸男君）    

                    まず１点目の竣工の年月日ですけども、あそこの集落まず１点目の竣工の年月日ですけども、あそこの集落まず１点目の竣工の年月日ですけども、あそこの集落まず１点目の竣工の年月日ですけども、あそこの集落農道は１号箇所、２号箇所農道は１号箇所、２号箇所農道は１号箇所、２号箇所農道は１号箇所、２号箇所といといといとい

うことで行ってうことで行ってうことで行ってうことで行っていいいいます。災害が起こったところは、２工区ということになりまして、完ます。災害が起こったところは、２工区ということになりまして、完ます。災害が起こったところは、２工区ということになりまして、完ます。災害が起こったところは、２工区ということになりまして、完

成が成が成が成が２６年２６年２６年２６年６月６月６月６月１０日ということに１０日ということに１０日ということに１０日ということになっなっなっなっていまていまていまていますすすす。そして集落。そして集落。そして集落。そして集落農道１号と農道１号と農道１号と農道１号ということではいうことではいうことではいうことでは

なくてなくてなくてなくて、、、、あそこのあそこのあそこのあそこの農道農道農道農道その他、土地改良施設その他、土地改良施設その他、土地改良施設その他、土地改良施設、まとめて、まとめて、まとめて、まとめて譲与を受け譲与を受け譲与を受け譲与を受けたのはたのはたのはたのは９月９月９月９月２６日と２６日と２６日と２６日と

なってます。以上です。なってます。以上です。なってます。以上です。なってます。以上です。    

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）    

川口正満君。川口正満君。川口正満君。川口正満君。    

〇３番議員（川口正満君）〇３番議員（川口正満君）〇３番議員（川口正満君）〇３番議員（川口正満君）    

                    私どもは初めての経験です私どもは初めての経験です私どもは初めての経験です私どもは初めての経験ですが、こういう土砂災害がが、こういう土砂災害がが、こういう土砂災害がが、こういう土砂災害がこれからも他の地区これからも他の地区これからも他の地区これからも他の地区等々等々等々等々でもでもでもでも予想予想予想予想

されるされるされるされる。。。。そこで、しっかり伺いたいところですけれどもそこで、しっかり伺いたいところですけれどもそこで、しっかり伺いたいところですけれどもそこで、しっかり伺いたいところですけれども、、、、県から物件を所有移転される県から物件を所有移転される県から物件を所有移転される県から物件を所有移転される

ときに、どのような確認書ときに、どのような確認書ときに、どのような確認書ときに、どのような確認書、、、、民間であれば契約民間であれば契約民間であれば契約民間であれば契約書書書書なるものがあって、権利と義務がなるものがあって、権利と義務がなるものがあって、権利と義務がなるものがあって、権利と義務が謳わ謳わ謳わ謳わ

れるれるれるれるわけですけわけですけわけですけわけですけれれれれどもどもどもども、県との、県との、県との、県との関係ではどのような関係ではどのような関係ではどのような関係ではどのような契約書があるのか、確認書契約書があるのか、確認書契約書があるのか、確認書契約書があるのか、確認書があるのがあるのがあるのがあるの

かかかか、権利と義務ですね、権利と義務ですね、権利と義務ですね、権利と義務ですね。というのは。というのは。というのは。というのは、、、、物件に先ほどの物件に先ほどの物件に先ほどの物件に先ほどの長澤議員長澤議員長澤議員長澤議員の話の話の話の話ににににもももも、瑕疵、瑕疵、瑕疵、瑕疵があるかがあるかがあるかがあるか

もしれないということが心配されますけどもしれないということが心配されますけどもしれないということが心配されますけどもしれないということが心配されますけど、、、、その点、どのような書類が交わされて町のその点、どのような書類が交わされて町のその点、どのような書類が交わされて町のその点、どのような書類が交わされて町の

所有になって所有になって所有になって所有になっていいいいるんでしょうかるんでしょうかるんでしょうかるんでしょうか。。。。    

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）    



２ ７２ ７２ ７２ ７     

農林振興課長農林振興課長農林振興課長農林振興課長    細野幸男細野幸男細野幸男細野幸男君。君。君。君。    

○○○○農林振興課長（細野幸男君）農林振興課長（細野幸男君）農林振興課長（細野幸男君）農林振興課長（細野幸男君）    

                    県県県県からからからからは、は、は、は、土地改良財産の譲与ということで土地改良財産の譲与ということで土地改良財産の譲与ということで土地改良財産の譲与ということで、、、、それぞれに仕上がった、例えば農道水それぞれに仕上がった、例えば農道水それぞれに仕上がった、例えば農道水それぞれに仕上がった、例えば農道水

路路路路、、、、電気柵電気柵電気柵電気柵、、、、そういったものそういったものそういったものそういったものを譲渡を譲渡を譲渡を譲渡しますということでしますということでしますということでしますということで、町にき、町にき、町にき、町にきます。それます。それます。それます。それをををを町は、譲町は、譲町は、譲町は、譲

与を受けて管理をしていくということになります。管理方法につきまして与を受けて管理をしていくということになります。管理方法につきまして与を受けて管理をしていくということになります。管理方法につきまして与を受けて管理をしていくということになります。管理方法につきまして、、、、道路道路道路道路についについについについ

ては、良好な状態ては、良好な状態ては、良好な状態ては、良好な状態を保つためにを保つためにを保つためにを保つために定期的に巡回定期的に巡回定期的に巡回定期的に巡回をををを行うとか行うとか行うとか行うとか、、、、それから非常事態につきましそれから非常事態につきましそれから非常事態につきましそれから非常事態につきまし

ては道路の破損箇所ては道路の破損箇所ては道路の破損箇所ては道路の破損箇所をををを発見した場合、応急処置を講ずることとか発見した場合、応急処置を講ずることとか発見した場合、応急処置を講ずることとか発見した場合、応急処置を講ずることとか、、、、そういう管理方法をそういう管理方法をそういう管理方法をそういう管理方法を

定めたもの定めたもの定めたもの定めたものをををを一緒に引き取一緒に引き取一緒に引き取一緒に引き取ることで、譲与ることで、譲与ることで、譲与ることで、譲与を受けております。以上です。を受けております。以上です。を受けております。以上です。を受けております。以上です。    

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）    

川口正満君。川口正満君。川口正満君。川口正満君。    

〇３番議員（川口正満君）〇３番議員（川口正満君）〇３番議員（川口正満君）〇３番議員（川口正満君）    

                    今今今今、、、、簡単な確認内容で県から町に物件が簡単な確認内容で県から町に物件が簡単な確認内容で県から町に物件が簡単な確認内容で県から町に物件が譲与譲与譲与譲与されて、あとは町でしっかり管理しなさされて、あとは町でしっかり管理しなさされて、あとは町でしっかり管理しなさされて、あとは町でしっかり管理しなさ

いよ。何か事故がいよ。何か事故がいよ。何か事故がいよ。何か事故が発生発生発生発生する場合する場合する場合する場合はすぐ報告はすぐ報告はすぐ報告はすぐ報告しなさいよっていうことですけどもしなさいよっていうことですけどもしなさいよっていうことですけどもしなさいよっていうことですけども、、、、これはこれはこれはこれは

今後の今後の今後の今後の対対対対県政なり、国に対してもしっかりやはり県政なり、国に対してもしっかりやはり県政なり、国に対してもしっかりやはり県政なり、国に対してもしっかりやはりきっちりきっちりきっちりきっちりしたしたしたした、、、、瑕疵のない物件を受け瑕疵のない物件を受け瑕疵のない物件を受け瑕疵のない物件を受け

取るんだよ取るんだよ取るんだよ取るんだよと。そのへんにつきまして、町と。そのへんにつきまして、町と。そのへんにつきまして、町と。そのへんにつきまして、町だけでなくてだけでなくてだけでなくてだけでなくて県全体との県全体との県全体との県全体との協議なり、そういう協議なり、そういう協議なり、そういう協議なり、そういう

ことも合せてことも合せてことも合せてことも合せて考えていただけるようにお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。考えていただけるようにお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。考えていただけるようにお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。考えていただけるようにお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。    

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）    

農林振興課長農林振興課長農林振興課長農林振興課長    細野幸男細野幸男細野幸男細野幸男君。君。君。君。    

○○○○農林振興課長（細野幸男君）農林振興課長（細野幸男君）農林振興課長（細野幸男君）農林振興課長（細野幸男君）    

                    県としても工事が完成すれば県としても工事が完成すれば県としても工事が完成すれば県としても工事が完成すれば、竣工検査、竣工検査、竣工検査、竣工検査というものをしております。竣工検査というものをしております。竣工検査というものをしております。竣工検査というものをしております。竣工検査が終わが終わが終わが終わ

ったものをったものをったものをったものを町が引き取って町が引き取って町が引き取って町が引き取っていいいいます。それぞれの中で県が確認して竣工したものを町が引ます。それぞれの中で県が確認して竣工したものを町が引ます。それぞれの中で県が確認して竣工したものを町が引ます。それぞれの中で県が確認して竣工したものを町が引

き取るというき取るというき取るというき取るという格好格好格好格好の中で、譲与を受けております。もちろんの中で、譲与を受けております。もちろんの中で、譲与を受けております。もちろんの中で、譲与を受けております。もちろん瑕疵瑕疵瑕疵瑕疵があるなしは竣工検査があるなしは竣工検査があるなしは竣工検査があるなしは竣工検査

の時にの時にの時にの時に県は県は県は県は行ってい行ってい行ってい行っているべきものだと思っております。そして、それを町は引き継ぎを受るべきものだと思っております。そして、それを町は引き継ぎを受るべきものだと思っております。そして、それを町は引き継ぎを受るべきものだと思っております。そして、それを町は引き継ぎを受

けてけてけてけているいるいるいるところであります。今回はところであります。今回はところであります。今回はところであります。今回は２００ミリと２００ミリと２００ミリと２００ミリという雨がいう雨がいう雨がいう雨が降り降り降り降りました。そのました。そのました。そのました。その雨のところ雨のところ雨のところ雨のところ

でででで、災害が起きたということで、私たちも起きたときに県のほうに土砂、災害が起きたということで、私たちも起きたときに県のほうに土砂、災害が起きたということで、私たちも起きたときに県のほうに土砂、災害が起きたということで、私たちも起きたときに県のほうに土砂崩れ崩れ崩れ崩れが起きたけが起きたけが起きたけが起きたけ

ども大丈夫かということで、それは、県ども大丈夫かということで、それは、県ども大丈夫かということで、それは、県ども大丈夫かということで、それは、県側側側側は竣工のときに確認して、設計のは竣工のときに確認して、設計のは竣工のときに確認して、設計のは竣工のときに確認して、設計のとおりできとおりできとおりできとおりでき

ているからているからているからているから間違いがないということで間違いがないということで間違いがないということで間違いがないということで聞いて聞いて聞いて聞いております、以上です。おります、以上です。おります、以上です。おります、以上です。    

○議長（○議長（○議長（○議長（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）    

川口正満君。川口正満君。川口正満君。川口正満君。    

〇３番議員（川口正満君）〇３番議員（川口正満君）〇３番議員（川口正満君）〇３番議員（川口正満君）    

                    ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今後とも建設今後とも建設今後とも建設今後とも建設課あるいは課あるいは課あるいは課あるいは防災課防災課防災課防災課、、、、しっかりといろいろしっかりといろいろしっかりといろいろしっかりといろいろ未然未然未然未然

防止の防止の防止の防止のためによろしくお願いします。ためによろしくお願いします。ためによろしくお願いします。ためによろしくお願いします。    

〇議長〇議長〇議長〇議長（（（（齊藤正行齊藤正行齊藤正行齊藤正行君）君）君）君）    

                    ほかに質疑ありませんか。ほかに質疑ありませんか。ほかに質疑ありませんか。ほかに質疑ありませんか。    

                    （（（（    なななな    しししし    ））））    



２ ８２ ８２ ８２ ８     

                    質疑なしと認めます。質疑なしと認めます。質疑なしと認めます。質疑なしと認めます。    

以上をもって、議案第以上をもって、議案第以上をもって、議案第以上をもって、議案第７５７５７５７５号に対する質疑を終わります。号に対する質疑を終わります。号に対する質疑を終わります。号に対する質疑を終わります。    

これから、議案第これから、議案第これから、議案第これから、議案第７５７５７５７５号の討論を行います。号の討論を行います。号の討論を行います。号の討論を行います。    

討論は討論は討論は討論はありませんか。ありませんか。ありませんか。ありませんか。    

（（（（    なななな    しししし    ))))    

討論なしと認めます。討論なしと認めます。討論なしと認めます。討論なしと認めます。    

以上をもって、議案第以上をもって、議案第以上をもって、議案第以上をもって、議案第７５７５７５７５号の討論を終わります。号の討論を終わります。号の討論を終わります。号の討論を終わります。    

これから、これから、これから、これから、日程第日程第日程第日程第５５５５    議案第議案第議案第議案第７５７５７５７５号を採決します。号を採決します。号を採決します。号を採決します。    

お諮りします。お諮りします。お諮りします。お諮りします。    

本案は、原案のとおり決定することに本案は、原案のとおり決定することに本案は、原案のとおり決定することに本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。ご異議ありませんか。ご異議ありませんか。ご異議ありませんか。    

（異議（異議（異議（異議なし。の声なし。の声なし。の声なし。の声））））    

異議なしと認めま異議なしと認めま異議なしと認めま異議なしと認めます。す。す。す。    

したがって、議案第したがって、議案第したがって、議案第したがって、議案第７５号は７５号は７５号は７５号は原案のとおり可決されました。原案のとおり可決されました。原案のとおり可決されました。原案のとおり可決されました。    

    

以上で、本日の日程は以上で、本日の日程は以上で、本日の日程は以上で、本日の日程はすべて終了しました。すべて終了しました。すべて終了しました。すべて終了しました。    

本日の会議を閉じます。皆さまには、お忙しいところ大変ご苦労さまでした。本日の会議を閉じます。皆さまには、お忙しいところ大変ご苦労さまでした。本日の会議を閉じます。皆さまには、お忙しいところ大変ご苦労さまでした。本日の会議を閉じます。皆さまには、お忙しいところ大変ご苦労さまでした。    

平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年    第第第第５５５５回富士川町議会臨時会を閉会します。回富士川町議会臨時会を閉会します。回富士川町議会臨時会を閉会します。回富士川町議会臨時会を閉会します。        

起立願います。「相互に礼」、ご苦労さまでした。起立願います。「相互に礼」、ご苦労さまでした。起立願います。「相互に礼」、ご苦労さまでした。起立願います。「相互に礼」、ご苦労さまでした。    

    

閉会閉会閉会閉会        午午午午後３後３後３後３時時時時４８４８４８４８分分分分    

    


