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平成２６年第４回富士川町議会臨時会平成２６年第４回富士川町議会臨時会平成２６年第４回富士川町議会臨時会平成２６年第４回富士川町議会臨時会                                                                                                                                                                                    

                                                                                                        平成２６年１０月７日平成２６年１０月７日平成２６年１０月７日平成２６年１０月７日    

                                                                                                        午前１０時００分開会午前１０時００分開会午前１０時００分開会午前１０時００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    請願第４号請願第４号請願第４号請願第４号    富士川町立増穂西小学校存続延長に関する請願に富士川町立増穂西小学校存続延長に関する請願に富士川町立増穂西小学校存続延長に関する請願に富士川町立増穂西小学校存続延長に関する請願についてついてついてついて    

    

    

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    

    

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        
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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    
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開会開会開会開会        午前１０時００分午前１０時００分午前１０時００分午前１０時００分    

    

○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）    

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５４５４５４５４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年第回回回回４４４４富士富士富士富士川町議会臨時川町議会臨時川町議会臨時川町議会臨時

会に議員会に議員会に議員会に議員各位各位各位各位には、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。    

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、これより平名であります。定足数に達しておりますので、これより平名であります。定足数に達しておりますので、これより平名であります。定足数に達しておりますので、これより平

成２６年成２６年成２６年成２６年第４第４第４第４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、    

９９９９番、番、番、番、長澤健君長澤健君長澤健君長澤健君およびおよびおよびおよび    

１０１０１０１０番、番、番、番、秋山貢秋山貢秋山貢秋山貢君君君君    

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

    

○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。    

本日の議事日程および監査本日の議事日程および監査本日の議事日程および監査本日の議事日程および監査委員の出納検査報告などにつきましては、一覧表として委員の出納検査報告などにつきましては、一覧表として委員の出納検査報告などにつきましては、一覧表として委員の出納検査報告などにつきましては、一覧表としておおおお

手元に配布したとおりです。手元に配布したとおりです。手元に配布したとおりです。手元に配布したとおりです。    

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。以上で、諸般の報告を終わります。    

    

○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）    

日程第日程第日程第日程第４４４４    請願請願請願請願第第第第４４４４号号号号    富士川町立増穂西小学校存続富士川町立増穂西小学校存続富士川町立増穂西小学校存続富士川町立増穂西小学校存続延長に関する請願延長に関する請願延長に関する請願延長に関する請願についてについてについてについてを議題を議題を議題を議題とととと
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します。します。します。します。    

去る、９月５日に教育厚生常任委員会へ付託しました、請願第４号について委員長の去る、９月５日に教育厚生常任委員会へ付託しました、請願第４号について委員長の去る、９月５日に教育厚生常任委員会へ付託しました、請願第４号について委員長の去る、９月５日に教育厚生常任委員会へ付託しました、請願第４号について委員長の

報告報告報告報告を求めます。を求めます。を求めます。を求めます。    

１３番１３番１３番１３番    井上光三井上光三井上光三井上光三君君君君。。。。    

〇〇〇〇１３番議員１３番議員１３番議員１３番議員（（（（井上光三井上光三井上光三井上光三君）君）君）君）    

                                                        委委委委    員員員員    会会会会    審審審審    査査査査    報報報報    告告告告    書書書書    のののの    朗朗朗朗    読読読読                            

○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）    

以上で、教育厚生常任委員長の報告が終わりました。以上で、教育厚生常任委員長の報告が終わりました。以上で、教育厚生常任委員長の報告が終わりました。以上で、教育厚生常任委員長の報告が終わりました。    

井上委員長、その場でしばらくお待ちください。井上委員長、その場でしばらくお待ちください。井上委員長、その場でしばらくお待ちください。井上委員長、その場でしばらくお待ちください。    

これから、請願第４号の質疑を行います。これから、請願第４号の質疑を行います。これから、請願第４号の質疑を行います。これから、請願第４号の質疑を行います。    

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

〇〇〇〇１１番議員（１１番議員（１１番議員（１１番議員（市川淳子市川淳子市川淳子市川淳子さんさんさんさん））））    

それでは委員長に質問いたしそれでは委員長に質問いたしそれでは委員長に質問いたしそれでは委員長に質問いたします。ます。ます。ます。今、今、今、今、請願審査報告書請願審査報告書請願審査報告書請願審査報告書がががが発表されましたけれども、発表されましたけれども、発表されましたけれども、発表されましたけれども、    

「「「「なお審査の過程においてなお審査の過程においてなお審査の過程においてなお審査の過程において」」」」という文章の中で、という文章の中で、という文章の中で、という文章の中で、「「「「平林地区の活性化が重要課題になった平林地区の活性化が重要課題になった平林地区の活性化が重要課題になった平林地区の活性化が重要課題になった

が、これについては小学校の存続問題とは切り離しが、これについては小学校の存続問題とは切り離しが、これについては小学校の存続問題とは切り離しが、これについては小学校の存続問題とは切り離し、、、、別の視点で取り組む必要があるこ別の視点で取り組む必要があるこ別の視点で取り組む必要があるこ別の視点で取り組む必要があるこ

とを申し添えるとを申し添えるとを申し添えるとを申し添える」」」」とととという内容のものがありますけれども、９月３０日に地域の方々が、いう内容のものがありますけれども、９月３０日に地域の方々が、いう内容のものがありますけれども、９月３０日に地域の方々が、いう内容のものがありますけれども、９月３０日に地域の方々が、

代表がですね、委員会のほうにも議長のほうにも、存続ということで要望が代表がですね、委員会のほうにも議長のほうにも、存続ということで要望が代表がですね、委員会のほうにも議長のほうにも、存続ということで要望が代表がですね、委員会のほうにも議長のほうにも、存続ということで要望がききききたというたというたというたという

ことを伺っています。それと９月３０日にことを伺っています。それと９月３０日にことを伺っています。それと９月３０日にことを伺っています。それと９月３０日に、、、、増穂西小存続と平林の活性化を考える町民増穂西小存続と平林の活性化を考える町民増穂西小存続と平林の活性化を考える町民増穂西小存続と平林の活性化を考える町民

の会の方々に、意見の聴取の会の方々に、意見の聴取の会の方々に、意見の聴取の会の方々に、意見の聴取をををを行なって行なって行なって行なっていいいいると聞いておりますけれども、ここると聞いておりますけれども、ここると聞いておりますけれども、ここると聞いておりますけれども、ここの部分に関の部分に関の部分に関の部分に関

連してると思いますので、その連してると思いますので、その連してると思いますので、その連してると思いますので、その時の時の時の時の内容内容内容内容ははははどんなどんなどんなどんな要望だ要望だ要望だ要望だったのか、そしてそのったのか、そしてそのったのか、そしてそのったのか、そしてその時の時の時の時の話は話は話は話は

どどどどうううういうお話で、そしてこれが結論的にいうお話で、そしてこれが結論的にいうお話で、そしてこれが結論的にいうお話で、そしてこれが結論的に申し添える申し添える申し添える申し添えるということになった経過をお願いいということになった経過をお願いいということになった経過をお願いいということになった経過をお願いい

たします。たします。たします。たします。    

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

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）    

考える会、正式名考える会、正式名考える会、正式名考える会、正式名称称称称は「増穂西小存続と平林の活性化を考える町民の会」ということは「増穂西小存続と平林の活性化を考える町民の会」ということは「増穂西小存続と平林の活性化を考える町民の会」ということは「増穂西小存続と平林の活性化を考える町民の会」ということ

で、これは新聞報道でも皆さんご存知のように長沢で、これは新聞報道でも皆さんご存知のように長沢で、これは新聞報道でも皆さんご存知のように長沢で、これは新聞報道でも皆さんご存知のように長沢利久利久利久利久会長さんが会長さんが会長さんが会長さんが代表代表代表代表となっていとなっていとなっていとなっている会る会る会る会

ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、その会の中からお二人に来ていただきましたその会の中からお二人に来ていただきましたその会の中からお二人に来ていただきましたその会の中からお二人に来ていただきました。たまたま、。たまたま、。たまたま、。たまたま、お二人ともお二人ともお二人ともお二人とも旧旧旧旧

増穂町の教育長増穂町の教育長増穂町の教育長増穂町の教育長ををををされた方でございましてされた方でございましてされた方でございましてされた方でございまして、お二人で、お二人で、お二人で、お二人で１時間ほど意見を１時間ほど意見を１時間ほど意見を１時間ほど意見を言って言って言って言っていただきいただきいただきいただき

ました。お二人の内容はました。お二人の内容はました。お二人の内容はました。お二人の内容は、、、、やはり地域にとってはやはり地域にとってはやはり地域にとってはやはり地域にとっては、、、、小学校はなくてはならないというこ小学校はなくてはならないというこ小学校はなくてはならないというこ小学校はなくてはならないというこ

と。それからもう一つはと。それからもう一つはと。それからもう一つはと。それからもう一つは、平林地域、平林地域、平林地域、平林地域というというというというところを活性ところを活性ところを活性ところを活性させないとさせないとさせないとさせないと、、、、特に中山間地を特に中山間地を特に中山間地を特に中山間地を活活活活

性性性性させないとさせないとさせないとさせないと、、、、里山も守っていかないと里山も守っていかないと里山も守っていかないと里山も守っていかないと、、、、こちらのこちらのこちらのこちらの町場町場町場町場の方も活性化が進んでいかないの方も活性化が進んでいかないの方も活性化が進んでいかないの方も活性化が進んでいかない

ということをということをということをということを訴えて訴えて訴えて訴えていただいておりましたいただいておりましたいただいておりましたいただいておりました。。。。その中で小学校と地域を結びつけた話をさその中で小学校と地域を結びつけた話をさその中で小学校と地域を結びつけた話をさその中で小学校と地域を結びつけた話をさ

れていたんですけれどもれていたんですけれどもれていたんですけれどもれていたんですけれども、、、、そそそその後の後の後の後委員会で審査を行いましたけれども委員会で審査を行いましたけれども委員会で審査を行いましたけれども委員会で審査を行いましたけれども、、、、改めて小学校の改めて小学校の改めて小学校の改めて小学校の

存続と地域の活性化存続と地域の活性化存続と地域の活性化存続と地域の活性化はははは違うんじゃないかという意見が違うんじゃないかという意見が違うんじゃないかという意見が違うんじゃないかという意見が委員会の中では委員会の中では委員会の中では委員会の中ではありました。といありました。といありました。といありました。とい
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うのうのうのうのは今回の審査をするは今回の審査をするは今回の審査をするは今回の審査をする過程過程過程過程ににににああああたって、今たって、今たって、今たって、今、、、、保護者の皆さんがこの１年間非常に活動保護者の皆さんがこの１年間非常に活動保護者の皆さんがこの１年間非常に活動保護者の皆さんがこの１年間非常に活動

的に児童数確保的に児童数確保的に児童数確保的に児童数確保に努めていただいております。に努めていただいております。に努めていただいております。に努めていただいております。これはこれはこれはこれは私も私も私も私も敬意敬意敬意敬意に値するところですしに値するところですしに値するところですしに値するところですし、、、、

本当に本当に本当に本当にそのそのそのその活動に対しては賛辞を贈りたい活動に対しては賛辞を贈りたい活動に対しては賛辞を贈りたい活動に対しては賛辞を贈りたいと思いますけれどもと思いますけれどもと思いますけれどもと思いますけれども、、、、私自身も私自身も私自身も私自身もそういった活そういった活そういった活そういった活

動がこのま動がこのま動がこのま動がこのままストップしてしまってもまストップしてしまってもまストップしてしまってもまストップしてしまっても困るというふうな考え困るというふうな考え困るというふうな考え困るというふうな考えででででいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、学校に、学校に、学校に、学校に

子どもたちを預けることがまず第子どもたちを預けることがまず第子どもたちを預けることがまず第子どもたちを預けることがまず第１１１１にくるにくるにくるにくるののののではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、平林という地域にまず住んで平林という地域にまず住んで平林という地域にまず住んで平林という地域にまず住んで

みたいみたいみたいみたい、ああいった、ああいった、ああいった、ああいった地域に地域に地域に地域に、、、、自然のすばらしいところに住んでみたいのが自然のすばらしいところに住んでみたいのが自然のすばらしいところに住んでみたいのが自然のすばらしいところに住んでみたいのが第１第１第１第１ににににきて、きて、きて、きて、

そのそのそのその後に学校がくる後に学校がくる後に学校がくる後に学校がくるという考えのほうがという考えのほうがという考えのほうがという考えのほうが、、、、町としても町としても町としても町としても受け入れやすいんじゃ受け入れやすいんじゃ受け入れやすいんじゃ受け入れやすいんじゃないかといないかといないかといないかとい

うことうことうことうこと、、、、それからもう一つそれからもう一つそれからもう一つそれからもう一つ、ただいま、ただいま、ただいま、ただいま申し上げました考える会と保護者と地域申し上げました考える会と保護者と地域申し上げました考える会と保護者と地域申し上げました考える会と保護者と地域がががが、それ、それ、それ、それ

ぞれ一体となってなかったというのがぞれ一体となってなかったというのがぞれ一体となってなかったというのがぞれ一体となってなかったというのが、委員会、委員会、委員会、委員会の中では、その後の審査の中で出てきたの中では、その後の審査の中で出てきたの中では、その後の審査の中で出てきたの中では、その後の審査の中で出てきた

結論に至ったということですけれども。その人たちの結論に至ったということですけれども。その人たちの結論に至ったということですけれども。その人たちの結論に至ったということですけれども。その人たちの意見を聞いた限りではやっぱり意見を聞いた限りではやっぱり意見を聞いた限りではやっぱり意見を聞いた限りではやっぱり、、、、

学校の存続と地域の活性化を一緒に結びつけてやっていってほしいというふうなことも学校の存続と地域の活性化を一緒に結びつけてやっていってほしいというふうなことも学校の存続と地域の活性化を一緒に結びつけてやっていってほしいというふうなことも学校の存続と地域の活性化を一緒に結びつけてやっていってほしいというふうなことも

言われたということでございます。言われたということでございます。言われたということでございます。言われたということでございます。    

以上です以上です以上です以上です。。。。    

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

今、地域の人たち今、地域の人たち今、地域の人たち今、地域の人たちががががきてくれたということもきてくれたということもきてくれたということもきてくれたということもあったんですね、質問の中にあったんですね、質問の中にあったんですね、質問の中にあったんですね、質問の中に。。。。そのへんそのへんそのへんそのへん

はいいですか、はいいですか、はいいですか、はいいですか、委員長。委員長。委員長。委員長。    

〇〇〇〇１３番議員（井上光三君）１３番議員（井上光三君）１３番議員（井上光三君）１３番議員（井上光三君）    

地域に対しては地域に対しては地域に対しては地域に対しては、、、、まずまずまずまず９月６９月６９月６９月６日に委員会が地域に出向いて、地域の皆さん日に委員会が地域に出向いて、地域の皆さん日に委員会が地域に出向いて、地域の皆さん日に委員会が地域に出向いて、地域の皆さん１３人ほど１３人ほど１３人ほど１３人ほど

だったとだったとだったとだったと思いますけれども意見思いますけれども意見思いますけれども意見思いますけれども意見聴聴聴聴取取取取をしましたをしましたをしましたをしました。また。また。また。また３０日にも３０日にも３０日にも３０日にも地域の皆さんが、また地域の皆さんが、また地域の皆さんが、また地域の皆さんが、また

改めて改めて改めて改めて来て来て来て来て、、、、ぜひぜひぜひぜひ平林に平林に平林に平林に学校を残してほしいという学校を残してほしいという学校を残してほしいという学校を残してほしいということをことをことをことを議長に対して訴え議長に対して訴え議長に対して訴え議長に対して訴えがあって、があって、があって、があって、

委員会に全員が出席をしてその話をお伺いしました。やはりその中で委員会に全員が出席をしてその話をお伺いしました。やはりその中で委員会に全員が出席をしてその話をお伺いしました。やはりその中で委員会に全員が出席をしてその話をお伺いしました。やはりその中で、、、、これはこれはこれはこれは委員委員委員委員の意の意の意の意

見です見です見です見ですけれども、感じたことはけれども、感じたことはけれども、感じたことはけれども、感じたことは保護者の皆さんの保護者の皆さんの保護者の皆さんの保護者の皆さんの考えと考えと考えと考えと地域の皆さんの考えが必ずしも地域の皆さんの考えが必ずしも地域の皆さんの考えが必ずしも地域の皆さんの考えが必ずしも

一致していないなと。一致していないなと。一致していないなと。一致していないなと。平林平林平林平林の人たちはやはり地域にの人たちはやはり地域にの人たちはやはり地域にの人たちはやはり地域に学校がなくなると学校がなくなると学校がなくなると学校がなくなると地域が衰退地域が衰退地域が衰退地域が衰退ししししてしてしてしてし

まうというまうというまうというまうという考え方考え方考え方考え方をもをもをもをもってってってっていいいいます。そのためには残してほしいというふうな考えがます。そのためには残してほしいというふうな考えがます。そのためには残してほしいというふうな考えがます。そのためには残してほしいというふうな考えが、、、、委委委委

員会の中でもそんな話がありましたけれども員会の中でもそんな話がありましたけれども員会の中でもそんな話がありましたけれども員会の中でもそんな話がありましたけれども、地域としては、ですから、地域としては、ですから、地域としては、ですから、地域としては、ですから委員会の委員の委員会の委員の委員会の委員の委員会の委員の

意見では保護者と地域の皆さんの意見では保護者と地域の皆さんの意見では保護者と地域の皆さんの意見では保護者と地域の皆さんの、、、、必ずしも意見が一致していない部分が疑問である必ずしも意見が一致していない部分が疑問である必ずしも意見が一致していない部分が疑問である必ずしも意見が一致していない部分が疑問であるとととと

いういういういうようなようなようなようなことが委員会の意見としてはことが委員会の意見としてはことが委員会の意見としてはことが委員会の意見としては出出出出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）    

市川淳子市川淳子市川淳子市川淳子さん。さん。さん。さん。    

〇〇〇〇１１番議員（市川淳子１１番議員（市川淳子１１番議員（市川淳子１１番議員（市川淳子さんさんさんさん））））    

                    非常に非常に非常に非常に、、、、それは感じ方の問題なのかなと私は思いますけれども、１０月５日に西小のそれは感じ方の問題なのかなと私は思いますけれども、１０月５日に西小のそれは感じ方の問題なのかなと私は思いますけれども、１０月５日に西小のそれは感じ方の問題なのかなと私は思いますけれども、１０月５日に西小の

運動会が開かれました。雨の中、体育館での運動会ということで聞いておりますけれど運動会が開かれました。雨の中、体育館での運動会ということで聞いておりますけれど運動会が開かれました。雨の中、体育館での運動会ということで聞いておりますけれど運動会が開かれました。雨の中、体育館での運動会ということで聞いておりますけれど

も、非常に地域の方も、非常に地域の方も、非常に地域の方も、非常に地域の方とそして学校が一体になって、とても楽しくて心温まる運動会であとそして学校が一体になって、とても楽しくて心温まる運動会であとそして学校が一体になって、とても楽しくて心温まる運動会であとそして学校が一体になって、とても楽しくて心温まる運動会であ

ったと。そしてったと。そしてったと。そしてったと。そして、、、、その中で区長代理さんがその中で区長代理さんがその中で区長代理さんがその中で区長代理さんが「「「「来年もこういう形で、小学校と地域がとも来年もこういう形で、小学校と地域がとも来年もこういう形で、小学校と地域がとも来年もこういう形で、小学校と地域がとも

に運動会ができることを切に祈っておりますに運動会ができることを切に祈っておりますに運動会ができることを切に祈っておりますに運動会ができることを切に祈っております」」」」というメッセージを最後に伝えたというというメッセージを最後に伝えたというというメッセージを最後に伝えたというというメッセージを最後に伝えたという
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お話を聞いています。ということはですね、私も９月６日に区会のお話を聞いています。ということはですね、私も９月６日に区会のお話を聞いています。ということはですね、私も９月６日に区会のお話を聞いています。ということはですね、私も９月６日に区会の３０分くらい３０分くらい３０分くらい３０分くらいでしたでしたでしたでした

よね。よね。よね。よね。その前に今お話をちょっと聞かせその前に今お話をちょっと聞かせその前に今お話をちょっと聞かせその前に今お話をちょっと聞かせていただきましたが、残念ながら９月ていただきましたが、残念ながら９月ていただきましたが、残念ながら９月ていただきましたが、残念ながら９月３０日の３０日の３０日の３０日の

ときはですね、ちょっとその時間とかがわかりませんでしたので、できなかったんですときはですね、ちょっとその時間とかがわかりませんでしたので、できなかったんですときはですね、ちょっとその時間とかがわかりませんでしたので、できなかったんですときはですね、ちょっとその時間とかがわかりませんでしたので、できなかったんです

が、本当にそういうところをしっかりとが、本当にそういうところをしっかりとが、本当にそういうところをしっかりとが、本当にそういうところをしっかりと捉えて捉えて捉えて捉えてくださってくださってくださってくださっていいいいるのかなるのかなるのかなるのかなというところなんというところなんというところなんというところなん

ですが、１０月５日に運動会に委員会の方は何人ぐらい出席されてくれたんですか。ですが、１０月５日に運動会に委員会の方は何人ぐらい出席されてくれたんですか。ですが、１０月５日に運動会に委員会の方は何人ぐらい出席されてくれたんですか。ですが、１０月５日に運動会に委員会の方は何人ぐらい出席されてくれたんですか。    

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

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）    

    委員は３名出席いたしました委員は３名出席いたしました委員は３名出席いたしました委員は３名出席いたしました。。。。    

○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）    

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３名の方々がどのような考え方をお持ちになって、それは９月３０日に委員会がその３名の方々がどのような考え方をお持ちになって、それは９月３０日に委員会がその３名の方々がどのような考え方をお持ちになって、それは９月３０日に委員会がその３名の方々がどのような考え方をお持ちになって、それは９月３０日に委員会が

終わってからの運動会だったと思いますけれども、そういうことも踏まえてですね、本終わってからの運動会だったと思いますけれども、そういうことも踏まえてですね、本終わってからの運動会だったと思いますけれども、そういうことも踏まえてですね、本終わってからの運動会だったと思いますけれども、そういうことも踏まえてですね、本

当に自分たちの考え方というよりは、中身を見てもらいたいなと思いますけれども当に自分たちの考え方というよりは、中身を見てもらいたいなと思いますけれども当に自分たちの考え方というよりは、中身を見てもらいたいなと思いますけれども当に自分たちの考え方というよりは、中身を見てもらいたいなと思いますけれども。。。。最最最最

後の質問ですが、３回目後の質問ですが、３回目後の質問ですが、３回目後の質問ですが、３回目ですね。最後の質問ですけれども、小学校の存続問題とは切りですね。最後の質問ですけれども、小学校の存続問題とは切りですね。最後の質問ですけれども、小学校の存続問題とは切りですね。最後の質問ですけれども、小学校の存続問題とは切り

離してと書いてありますが、この請願書は区長とＰＴＡの代表がこういう形で請願出し離してと書いてありますが、この請願書は区長とＰＴＡの代表がこういう形で請願出し離してと書いてありますが、この請願書は区長とＰＴＡの代表がこういう形で請願出し離してと書いてありますが、この請願書は区長とＰＴＡの代表がこういう形で請願出し

ているんですよ。ているんですよ。ているんですよ。ているんですよ。それを、一体感がないんではないかとか、そういうことを、その雰囲それを、一体感がないんではないかとか、そういうことを、その雰囲それを、一体感がないんではないかとか、そういうことを、その雰囲それを、一体感がないんではないかとか、そういうことを、その雰囲

気を感じたとかですね、そういうところが非常にあいまいな感じで私は受け取って気を感じたとかですね、そういうところが非常にあいまいな感じで私は受け取って気を感じたとかですね、そういうところが非常にあいまいな感じで私は受け取って気を感じたとかですね、そういうところが非常にあいまいな感じで私は受け取っていいいいるるるる

んですが、この請願こそはきちんとした区長のハンコが押されて、６日の日区全体の代んですが、この請願こそはきちんとした区長のハンコが押されて、６日の日区全体の代んですが、この請願こそはきちんとした区長のハンコが押されて、６日の日区全体の代んですが、この請願こそはきちんとした区長のハンコが押されて、６日の日区全体の代

表の人がこの請願を出していいと、この請願でハンコ押していいよというお話だったと表の人がこの請願を出していいと、この請願でハンコ押していいよというお話だったと表の人がこの請願を出していいと、この請願でハンコ押していいよというお話だったと表の人がこの請願を出していいと、この請願でハンコ押していいよというお話だったと

いうお話を聞いてるんですが、それでも区の方たちとの同意がとられてないうお話を聞いてるんですが、それでも区の方たちとの同意がとられてないうお話を聞いてるんですが、それでも区の方たちとの同意がとられてないうお話を聞いてるんですが、それでも区の方たちとの同意がとられてないという判断いという判断いという判断いという判断

をされたということでしょうか。をされたということでしょうか。をされたということでしょうか。をされたということでしょうか。    

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

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）    

                    区と保護者の同意がとられていないという判断はしていません区と保護者の同意がとられていないという判断はしていません区と保護者の同意がとられていないという判断はしていません区と保護者の同意がとられていないという判断はしていません、、、、委員会ではですね。委員会ではですね。委員会ではですね。委員会ではですね。

やはり共通なところで請願を出されてきたわけですから、同じ考えで出されてきたと思やはり共通なところで請願を出されてきたわけですから、同じ考えで出されてきたと思やはり共通なところで請願を出されてきたわけですから、同じ考えで出されてきたと思やはり共通なところで請願を出されてきたわけですから、同じ考えで出されてきたと思

いますけれども、ただ委員会の審議の中では、１７日には全議員さんにもいますけれども、ただ委員会の審議の中では、１７日には全議員さんにもいますけれども、ただ委員会の審議の中では、１７日には全議員さんにもいますけれども、ただ委員会の審議の中では、１７日には全議員さんにも来て来て来て来ていただいいただいいただいいただい

て意見を聞いておりますけれども、その中でやはり最初にくるて意見を聞いておりますけれども、その中でやはり最初にくるて意見を聞いておりますけれども、その中でやはり最初にくるて意見を聞いておりますけれども、その中でやはり最初にくるののののはやっぱり２４年に検はやっぱり２４年に検はやっぱり２４年に検はやっぱり２４年に検

討委員会をつくって、討委員会をつくって、討委員会をつくって、討委員会をつくって、学校学校学校学校の適正配置の検討委員会をつくって１年弱ですが検討されての適正配置の検討委員会をつくって１年弱ですが検討されての適正配置の検討委員会をつくって１年弱ですが検討されての適正配置の検討委員会をつくって１年弱ですが検討されて

きたきたきたきた。。。。その委員会の中には地域の代表もいますしその委員会の中には地域の代表もいますしその委員会の中には地域の代表もいますしその委員会の中には地域の代表もいますし、、、、町民町民町民町民代表代表代表代表もいますしもいますしもいますしもいますし、、、、その委員会をその委員会をその委員会をその委員会を

つくってやってきた。それつくってやってきた。それつくってやってきた。それつくってやってきた。それでででで答申を教育委員会に答申を教育委員会に答申を教育委員会に答申を教育委員会に出して出して出して出して教育教育教育教育委員会委員会委員会委員会がががが３カ月間また検討３カ月間また検討３カ月間また検討３カ月間また検討

されて、この適正化基本されて、この適正化基本されて、この適正化基本されて、この適正化基本方針を出したという方針を出したという方針を出したという方針を出したということですね。それを受けて町では、統合にことですね。それを受けて町では、統合にことですね。それを受けて町では、統合にことですね。それを受けて町では、統合に

ついてはこういうようにということで結論が出ているわけですね。私たちはついてはこういうようにということで結論が出ているわけですね。私たちはついてはこういうようにということで結論が出ているわけですね。私たちはついてはこういうようにということで結論が出ているわけですね。私たちは、、、、その結論その結論その結論その結論
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が出ていますけれども前回の議会においては、そうは言ってもやっぱりすぐにが出ていますけれども前回の議会においては、そうは言ってもやっぱりすぐにが出ていますけれども前回の議会においては、そうは言ってもやっぱりすぐにが出ていますけれども前回の議会においては、そうは言ってもやっぱりすぐに西小は統西小は統西小は統西小は統

合合合合しないでしないでしないでしないで、、、、なんとかなんとかなんとかなんとか１１１１年送っていただきたいというのは年送っていただきたいというのは年送っていただきたいというのは年送っていただきたいというのは、、、、議会の中議会の中議会の中議会の中ではではではでは多数多数多数多数ががががそれをそれをそれをそれを

占めて１年間延長を町でしていただいたわけですよね。占めて１年間延長を町でしていただいたわけですよね。占めて１年間延長を町でしていただいたわけですよね。占めて１年間延長を町でしていただいたわけですよね。その間、その間、その間、その間、適正化基本方針に適正化基本方針に適正化基本方針に適正化基本方針に達す達す達す達す

るるるるような児童数確保ができれば、恐らく町でも何らかの形でまた検討してような児童数確保ができれば、恐らく町でも何らかの形でまた検討してような児童数確保ができれば、恐らく町でも何らかの形でまた検討してような児童数確保ができれば、恐らく町でも何らかの形でまた検討してもらえるもらえるもらえるもらえるんでんでんでんで

しょうけども、委員会の審査中ではその人しょうけども、委員会の審査中ではその人しょうけども、委員会の審査中ではその人しょうけども、委員会の審査中ではその人数数数数に達していなかったというのが大方の議員に達していなかったというのが大方の議員に達していなかったというのが大方の議員に達していなかったというのが大方の議員

の判断ですよねの判断ですよねの判断ですよねの判断ですよね。。。。少人数教育、少人数教育、少人数教育、少人数教育、過過過過小規模校小規模校小規模校小規模校のののの少人数教育というのもこれは意見が分かれ少人数教育というのもこれは意見が分かれ少人数教育というのもこれは意見が分かれ少人数教育というのもこれは意見が分かれ

ました。委員会の中ました。委員会の中ました。委員会の中ました。委員会の中でででではははは過過過過小規模校で少人数教育、すばらしいじゃないかという委員も小規模校で少人数教育、すばらしいじゃないかという委員も小規模校で少人数教育、すばらしいじゃないかという委員も小規模校で少人数教育、すばらしいじゃないかという委員も

いますし、やはり教育いますし、やはり教育いますし、やはり教育いますし、やはり教育委員会が示した委員会が示した委員会が示した委員会が示した基本方針のような形で基本方針のような形で基本方針のような形で基本方針のような形で子どもたちを子どもたちを子どもたちを子どもたちを育てるべきだ育てるべきだ育てるべきだ育てるべきだ

と。と。と。と。ここここれもれもれもれも委委委委員会の中で員会の中で員会の中で員会の中で分かれましたけれども、分かれましたけれども、分かれましたけれども、分かれましたけれども、やはり多数を占めたやはり多数を占めたやはり多数を占めたやはり多数を占めたほうほうほうほうにににに委員会委員会委員会委員会としとしとしとし

てまとめたというてまとめたというてまとめたというてまとめたという経緯がありますので経緯がありますので経緯がありますので経緯がありますので、、、、私とすれば私とすれば私とすれば私とすれば、、、、今まで１年間で児童数を確保して今まで１年間で児童数を確保して今まで１年間で児童数を確保して今まで１年間で児童数を確保して

ききききた保護者の皆さんのた保護者の皆さんのた保護者の皆さんのた保護者の皆さんの、、、、その努力をここでその努力をここでその努力をここでその努力をここで終わらせたく終わらせたく終わらせたく終わらせたくないという気持ちないという気持ちないという気持ちないという気持ちははははいっぱいでいっぱいでいっぱいでいっぱいで

す。だから、小学校の存続とは別な方向でそれが何かできないかということす。だから、小学校の存続とは別な方向でそれが何かできないかということす。だから、小学校の存続とは別な方向でそれが何かできないかということす。だから、小学校の存続とは別な方向でそれが何かできないかということを私たちはを私たちはを私たちはを私たちは

これからこれからこれからこれから考えていくべきではないかと。委員会の中でもそういうことの意見が多くあり考えていくべきではないかと。委員会の中でもそういうことの意見が多くあり考えていくべきではないかと。委員会の中でもそういうことの意見が多くあり考えていくべきではないかと。委員会の中でもそういうことの意見が多くあり

ましたのでましたのでましたのでましたので、特に平林、特に平林、特に平林、特に平林地域の活性化については地域の活性化については地域の活性化については地域の活性化については、どの、どの、どの、どの調査に調査に調査に調査にああああたってもたってもたってもたっても皆さん皆さん皆さん皆さんの意見がの意見がの意見がの意見が

小学校がなくなると平林地域が小学校がなくなると平林地域が小学校がなくなると平林地域が小学校がなくなると平林地域がだんだんだんだん寂しくなってしまうということを言わだんだんだんだん寂しくなってしまうということを言わだんだんだんだん寂しくなってしまうということを言わだんだんだんだん寂しくなってしまうということを言わ

れましたのでれましたのでれましたのでれましたので、私は、私は、私は、私はそれ以外の方法で何かできることがあれば、こそれ以外の方法で何かできることがあれば、こそれ以外の方法で何かできることがあれば、こそれ以外の方法で何かできることがあれば、これから町全体で努力れから町全体で努力れから町全体で努力れから町全体で努力

していくべきだなとしていくべきだなとしていくべきだなとしていくべきだなと、、、、今そんな考えを持って今そんな考えを持って今そんな考えを持って今そんな考えを持っていいいいますしますしますしますし、だた、だた、だた、だた委員会としては大方の意見委員会としては大方の意見委員会としては大方の意見委員会としては大方の意見

を取り入れて、委員会の結論としてを取り入れて、委員会の結論としてを取り入れて、委員会の結論としてを取り入れて、委員会の結論として出す以外には出す以外には出す以外には出す以外にはないということないということないということないということで、で、で、で、こういうこういうこういうこういう結論に結論に結論に結論になななな

ったというったというったというったということでことでことでことでございます。ございます。ございます。ございます。    

以上です。以上です。以上です。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）    

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）    

                    これで質問できませんけれども、基本方針は１学年１学級、これは教育委員会で決めこれで質問できませんけれども、基本方針は１学年１学級、これは教育委員会で決めこれで質問できませんけれども、基本方針は１学年１学級、これは教育委員会で決めこれで質問できませんけれども、基本方針は１学年１学級、これは教育委員会で決め

てことなんです。だから、それを申し添えておきます。それからもう一つ、これは今度てことなんです。だから、それを申し添えておきます。それからもう一つ、これは今度てことなんです。だから、それを申し添えておきます。それからもう一つ、これは今度てことなんです。だから、それを申し添えておきます。それからもう一つ、これは今度

の日曜日にですね、小学校４年生の日曜日にですね、小学校４年生の日曜日にですね、小学校４年生の日曜日にですね、小学校４年生の児童をの児童をの児童をの児童をお持ちのご家庭がですね、まお持ちのご家庭がですね、まお持ちのご家庭がですね、まお持ちのご家庭がですね、また平林のほうをた平林のほうをた平林のほうをた平林のほうを

見学に来ます。今、空き家を探している状況、これ情報なので申し添えておきます。見学に来ます。今、空き家を探している状況、これ情報なので申し添えておきます。見学に来ます。今、空き家を探している状況、これ情報なので申し添えておきます。見学に来ます。今、空き家を探している状況、これ情報なので申し添えておきます。    

以上です。以上です。以上です。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。    

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。    

〇〇〇〇３番議員（３番議員（３番議員（３番議員（川口正満川口正満川口正満川口正満君）君）君）君）    

質問いたします。過小規模校による少人数教育の是非、学校規模適正化基本方針。今質問いたします。過小規模校による少人数教育の是非、学校規模適正化基本方針。今質問いたします。過小規模校による少人数教育の是非、学校規模適正化基本方針。今質問いたします。過小規模校による少人数教育の是非、学校規模適正化基本方針。今

保護者を中心にですね、平林のあのすばらしい環境の中で保護者を中心にですね、平林のあのすばらしい環境の中で保護者を中心にですね、平林のあのすばらしい環境の中で保護者を中心にですね、平林のあのすばらしい環境の中で、、、、少人数学級で学びたい。そ少人数学級で学びたい。そ少人数学級で学びたい。そ少人数学級で学びたい。そ

ういう人たちが熱心に、今、何とかしたいという声が強いわけです。本来ならば、今委ういう人たちが熱心に、今、何とかしたいという声が強いわけです。本来ならば、今委ういう人たちが熱心に、今、何とかしたいという声が強いわけです。本来ならば、今委ういう人たちが熱心に、今、何とかしたいという声が強いわけです。本来ならば、今委
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員長も言われました、町がなんとかしていくという観点で員長も言われました、町がなんとかしていくという観点で員長も言われました、町がなんとかしていくという観点で員長も言われました、町がなんとかしていくという観点で、この、この、この、この少人数学級を守少人数学級を守少人数学級を守少人数学級を守らなけらなけらなけらなけ

ればればればればいけない。その是非につきまして、もう少し詳しくですねいけない。その是非につきまして、もう少し詳しくですねいけない。その是非につきまして、もう少し詳しくですねいけない。その是非につきまして、もう少し詳しくですね、、、、何とかしたいというそ何とかしたいというそ何とかしたいというそ何とかしたいというそ

ういう意見があったと思いますけれどもういう意見があったと思いますけれどもういう意見があったと思いますけれどもういう意見があったと思いますけれども、、、、そのへんにそのへんにそのへんにそのへんについてついてついてついて教えていただけますか。教えていただけますか。教えていただけますか。教えていただけますか。    

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

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）    

委員の中には、確かに委員の中には、確かに委員の中には、確かに委員の中には、確かに過小規模校で少人数教育で過小規模校で少人数教育で過小規模校で少人数教育で過小規模校で少人数教育でももももすばらしい教育ができるという意すばらしい教育ができるという意すばらしい教育ができるという意すばらしい教育ができるという意

見見見見ももももありました。しかし、ありました。しかし、ありました。しかし、ありました。しかし、委員会として、委員会として、委員会として、委員会として、今回委員会今回委員会今回委員会今回委員会ははははこの請願をどうしようかと、妥この請願をどうしようかと、妥この請願をどうしようかと、妥この請願をどうしようかと、妥

当性があるかないか当性があるかないか当性があるかないか当性があるかないか、、、、採択採択採択採択かかかか不不不不採択採択採択採択かのかのかのかの委員会の審査ですので委員会の審査ですので委員会の審査ですので委員会の審査ですので、、、、そそそその意見での意見での意見での意見でほかの意見ほかの意見ほかの意見ほかの意見

のほうがのほうがのほうがのほうが多かったと多かったと多かったと多かったと。子どもたちの教育は教育委員会が示した基本方針。子どもたちの教育は教育委員会が示した基本方針。子どもたちの教育は教育委員会が示した基本方針。子どもたちの教育は教育委員会が示した基本方針に沿って学ばせに沿って学ばせに沿って学ばせに沿って学ばせ

る方がいいんじゃないかという意見がる方がいいんじゃないかという意見がる方がいいんじゃないかという意見がる方がいいんじゃないかという意見が多かったということですので多かったということですので多かったということですので多かったということですので、、、、少数意見ではそう少数意見ではそう少数意見ではそう少数意見ではそう

いう意見があったということですねいう意見があったということですねいう意見があったということですねいう意見があったということですね。過。過。過。過小規模校で少人数教育でもすばらしい教育がで小規模校で少人数教育でもすばらしい教育がで小規模校で少人数教育でもすばらしい教育がで小規模校で少人数教育でもすばらしい教育がで

きるときるときるときると、、、、いうこというこというこということは少数意見は少数意見は少数意見は少数意見であったということだけ申し添えであったということだけ申し添えであったということだけ申し添えであったということだけ申し添えておきておきておきておきます。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）    

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）    

全国、あるいはこの県外でも少人数規模で学びたいという人々全国、あるいはこの県外でも少人数規模で学びたいという人々全国、あるいはこの県外でも少人数規模で学びたいという人々全国、あるいはこの県外でも少人数規模で学びたいという人々ががががたくさんいます。例たくさんいます。例たくさんいます。例たくさんいます。例

えば早川あるいは芦安、こういう中で、この町は既に五開小、中部小を残念ながら閉校えば早川あるいは芦安、こういう中で、この町は既に五開小、中部小を残念ながら閉校えば早川あるいは芦安、こういう中で、この町は既に五開小、中部小を残念ながら閉校えば早川あるいは芦安、こういう中で、この町は既に五開小、中部小を残念ながら閉校

においやってきました。さて平林はここへきて非常に熱心になにおいやってきました。さて平林はここへきて非常に熱心になにおいやってきました。さて平林はここへきて非常に熱心になにおいやってきました。さて平林はここへきて非常に熱心になっている。この少人数学っている。この少人数学っている。この少人数学っている。この少人数学

級あるいは地域を守ることは、行政が本来ならばやらなければいけない。その点で、今級あるいは地域を守ることは、行政が本来ならばやらなければいけない。その点で、今級あるいは地域を守ることは、行政が本来ならばやらなければいけない。その点で、今級あるいは地域を守ることは、行政が本来ならばやらなければいけない。その点で、今

日は教育委員会がいらっしゃいませんけれども、この前請願書に補足説明されました、日は教育委員会がいらっしゃいませんけれども、この前請願書に補足説明されました、日は教育委員会がいらっしゃいませんけれども、この前請願書に補足説明されました、日は教育委員会がいらっしゃいませんけれども、この前請願書に補足説明されました、

ああいう資料、卒業生の動向、地元に住んでる人たちが役になっている。そういうことああいう資料、卒業生の動向、地元に住んでる人たちが役になっている。そういうことああいう資料、卒業生の動向、地元に住んでる人たちが役になっている。そういうことああいう資料、卒業生の動向、地元に住んでる人たちが役になっている。そういうこと

も含めて地域、教育は切り離せないことです。その点をですね、改めて教育委員会の皆も含めて地域、教育は切り離せないことです。その点をですね、改めて教育委員会の皆も含めて地域、教育は切り離せないことです。その点をですね、改めて教育委員会の皆も含めて地域、教育は切り離せないことです。その点をですね、改めて教育委員会の皆

さんには認識をしていただきながら次の質問にさんには認識をしていただきながら次の質問にさんには認識をしていただきながら次の質問にさんには認識をしていただきながら次の質問に入りたいと思います。入りたいと思います。入りたいと思います。入りたいと思います。小学校の存続問題小学校の存続問題小学校の存続問題小学校の存続問題

とは切り離しととは切り離しととは切り離しととは切り離しと、ここを、ここを、ここを、ここをですねですねですねですね、町が、町が、町が、町が１年半の時限１年半の時限１年半の時限１年半の時限とととといいいいいいいいますかますかますかますか、限って、限って、限って、限って決めたわけで決めたわけで決めたわけで決めたわけで

すけどもすけどもすけどもすけども、、、、これもですねこれもですねこれもですねこれもですね、あの請願書にありました、やはり住まいを決める、あるいは、あの請願書にありました、やはり住まいを決める、あるいは、あの請願書にありました、やはり住まいを決める、あるいは、あの請願書にありました、やはり住まいを決める、あるいは

学校へ転入学校へ転入学校へ転入学校へ転入するかどうか。そのするかどうか。そのするかどうか。そのするかどうか。そのへんで、へんで、へんで、へんで、１年半でなんとかしましょうというの１年半でなんとかしましょうというの１年半でなんとかしましょうというの１年半でなんとかしましょうというのは荒っぽは荒っぽは荒っぽは荒っぽ

いといういといういといういということですね。そこでことですね。そこでことですね。そこでことですね。そこで、加えて、加えて、加えて、加えて今回は今回は今回は今回は深深深深沢沢沢沢区長さん区長さん区長さん区長さんををををはじめはじめはじめはじめ平林の区からも平林の区からも平林の区からも平林の区からも請願請願請願請願

書書書書ががががしっかりしっかりしっかりしっかり出て出て出て出て、先ほど地域、先ほど地域、先ほど地域、先ほど地域の活性化ということでの活性化ということでの活性化ということでの活性化ということで切り離しましょう切り離しましょう切り離しましょう切り離しましょうということですということですということですということです

けどもけどもけどもけども、、、、あるいは学校の皆さんがですね、地域になじまないとあるいは学校の皆さんがですね、地域になじまないとあるいは学校の皆さんがですね、地域になじまないとあるいは学校の皆さんがですね、地域になじまないと、、、、こういう意見をもありこういう意見をもありこういう意見をもありこういう意見をもあり

ましたけどもましたけどもましたけどもましたけども、、、、この町、この町、この町、この町、平林に住んで平林に住んで平林に住んで平林に住んで一生懸命やろうという人たちとですね一生懸命やろうという人たちとですね一生懸命やろうという人たちとですね一生懸命やろうという人たちとですね…………。。。。    

○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）    

川口議員、質疑川口議員、質疑川口議員、質疑川口議員、質疑ですのでですのでですのでですので結論についての質疑の部分で結論についての質疑の部分で結論についての質疑の部分で結論についての質疑の部分ですので。すので。すので。すので。    

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）    

そのそのそのその切り離しの部分ですね。切り離しの部分が切り離しの部分ですね。切り離しの部分が切り離しの部分ですね。切り離しの部分が切り離しの部分ですね。切り離しの部分が切っても切れない切っても切れない切っても切れない切っても切れない関係ではないでしょ関係ではないでしょ関係ではないでしょ関係ではないでしょ
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うか。ここで切り離すとうか。ここで切り離すとうか。ここで切り離すとうか。ここで切り離すと、、、、まさに地域にとってもこの町全体にとってまさに地域にとってもこの町全体にとってまさに地域にとってもこの町全体にとってまさに地域にとってもこの町全体にとっても、も、も、も、この大きい歴この大きい歴この大きい歴この大きい歴

史的なですね史的なですね史的なですね史的なですね、、、、汚点、過ち汚点、過ち汚点、過ち汚点、過ちになるんじゃないでしょうか。そこで質問です。その視点でになるんじゃないでしょうか。そこで質問です。その視点でになるんじゃないでしょうか。そこで質問です。その視点でになるんじゃないでしょうか。そこで質問です。その視点で

取り組む必要がある。先ほど取り組む必要がある。先ほど取り組む必要がある。先ほど取り組む必要がある。先ほど委員長も委員長も委員長も委員長も全体でということ全体でということ全体でということ全体でということを言われましたを言われましたを言われましたを言われましたけけけけれれれれどもどもどもども、、、、学校学校学校学校

を切り離して、を切り離して、を切り離して、を切り離して、さて別の視点とはさて別の視点とはさて別の視点とはさて別の視点とは甚だ難しいことです。その点をどういうふうにお考え甚だ難しいことです。その点をどういうふうにお考え甚だ難しいことです。その点をどういうふうにお考え甚だ難しいことです。その点をどういうふうにお考え

ですかですかですかですか。。。。    

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

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）    

                    委員委員委員委員会の審査の中で、皆さんから共通して出てきたことがやっぱり平林の活性化とい会の審査の中で、皆さんから共通して出てきたことがやっぱり平林の活性化とい会の審査の中で、皆さんから共通して出てきたことがやっぱり平林の活性化とい会の審査の中で、皆さんから共通して出てきたことがやっぱり平林の活性化とい

うことを、これは小学校の存続とつなげてですけど、そういう意見が出されたと。私たうことを、これは小学校の存続とつなげてですけど、そういう意見が出されたと。私たうことを、これは小学校の存続とつなげてですけど、そういう意見が出されたと。私たうことを、これは小学校の存続とつなげてですけど、そういう意見が出されたと。私た

ち委員会としても、これは非常に重要な課題であるということですよね。私たちの委員ち委員会としても、これは非常に重要な課題であるということですよね。私たちの委員ち委員会としても、これは非常に重要な課題であるということですよね。私たちの委員ち委員会としても、これは非常に重要な課題であるということですよね。私たちの委員

会での審査は請願に対してどうするかですよね。請願の中身は５年延長してほしいとい会での審査は請願に対してどうするかですよね。請願の中身は５年延長してほしいとい会での審査は請願に対してどうするかですよね。請願の中身は５年延長してほしいとい会での審査は請願に対してどうするかですよね。請願の中身は５年延長してほしいとい

うことなんです。私たちは地域の活性化についてはこの中では、その審査の中では活性うことなんです。私たちは地域の活性化についてはこの中では、その審査の中では活性うことなんです。私たちは地域の活性化についてはこの中では、その審査の中では活性うことなんです。私たちは地域の活性化についてはこの中では、その審査の中では活性

化をどうしようかということの議論はしてきませんでした。ただし、存続とつながるよ化をどうしようかということの議論はしてきませんでした。ただし、存続とつながるよ化をどうしようかということの議論はしてきませんでした。ただし、存続とつながるよ化をどうしようかということの議論はしてきませんでした。ただし、存続とつながるよ

うなことであれば活性化というのは必要になってくるんうなことであれば活性化というのは必要になってくるんうなことであれば活性化というのは必要になってくるんうなことであれば活性化というのは必要になってくるんでしょうけれども、この請願にでしょうけれども、この請願にでしょうけれども、この請願にでしょうけれども、この請願に

対しての審査の中では対しての審査の中では対しての審査の中では対しての審査の中では、、、、多くの意見が出されたということは認識しておりますので、こ多くの意見が出されたということは認識しておりますので、こ多くの意見が出されたということは認識しておりますので、こ多くの意見が出されたということは認識しておりますので、こ

れは例えばですね、我々この委員会では不採択としたわけですから、５年延長というのれは例えばですね、我々この委員会では不採択としたわけですから、５年延長というのれは例えばですね、我々この委員会では不採択としたわけですから、５年延長というのれは例えばですね、我々この委員会では不採択としたわけですから、５年延長というの

を不採択としてわけですから、活性化はこのまま終わってしまうんではなくて、別の視を不採択としてわけですから、活性化はこのまま終わってしまうんではなくて、別の視を不採択としてわけですから、活性化はこのまま終わってしまうんではなくて、別の視を不採択としてわけですから、活性化はこのまま終わってしまうんではなくて、別の視

点で点で点で点で、、、、やっぱりみんなで考えてやっていくべきだということを委員会の中では申し添えやっぱりみんなで考えてやっていくべきだということを委員会の中では申し添えやっぱりみんなで考えてやっていくべきだということを委員会の中では申し添えやっぱりみんなで考えてやっていくべきだということを委員会の中では申し添え

てててて、、、、この議会の中でも意見として出さこの議会の中でも意見として出さこの議会の中でも意見として出さこの議会の中でも意見として出させせせせていただいて、これはこの後ていただいて、これはこの後ていただいて、これはこの後ていただいて、これはこの後、、、、じゃあどうしよじゃあどうしよじゃあどうしよじゃあどうしよ

うかということを議会としては議会で、町としては町で、また一緒になって考えていくうかということを議会としては議会で、町としては町で、また一緒になって考えていくうかということを議会としては議会で、町としては町で、また一緒になって考えていくうかということを議会としては議会で、町としては町で、また一緒になって考えていく

必要があるという必要があるという必要があるという必要があるということで委員会ではこういうまとめ方をしたということです。ことで委員会ではこういうまとめ方をしたということです。ことで委員会ではこういうまとめ方をしたということです。ことで委員会ではこういうまとめ方をしたということです。    

○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）    

川口正満君。３回終わりました。川口正満君。３回終わりました。川口正満君。３回終わりました。川口正満君。３回終わりました。    

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）    

今日志村町長、いらっしゃらなくて残念なんですけども、町の総合計画の中で、この今日志村町長、いらっしゃらなくて残念なんですけども、町の総合計画の中で、この今日志村町長、いらっしゃらなくて残念なんですけども、町の総合計画の中で、この今日志村町長、いらっしゃらなくて残念なんですけども、町の総合計画の中で、この

西小の問題がとりわけあがらなかった。耐震化について触れられなかった。一方では中西小の問題がとりわけあがらなかった。耐震化について触れられなかった。一方では中西小の問題がとりわけあがらなかった。耐震化について触れられなかった。一方では中西小の問題がとりわけあがらなかった。耐震化について触れられなかった。一方では中

部小学校は総合計画に入っていたから閉校１年前でも耐震化工事ができた。そういう、部小学校は総合計画に入っていたから閉校１年前でも耐震化工事ができた。そういう、部小学校は総合計画に入っていたから閉校１年前でも耐震化工事ができた。そういう、部小学校は総合計画に入っていたから閉校１年前でも耐震化工事ができた。そういう、

やはり地域を何とかしましょうよという観点でですね、やはり町には教育委員会を中心やはり地域を何とかしましょうよという観点でですね、やはり町には教育委員会を中心やはり地域を何とかしましょうよという観点でですね、やはり町には教育委員会を中心やはり地域を何とかしましょうよという観点でですね、やはり町には教育委員会を中心

に･･･。に･･･。に･･･。に･･･。    

○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）    

川口議員、質疑の時間でして、それ川口議員、質疑の時間でして、それ川口議員、質疑の時間でして、それ川口議員、質疑の時間でして、それでは討論の話になっています。今の内容は、学校では討論の話になっています。今の内容は、学校では討論の話になっています。今の内容は、学校では討論の話になっています。今の内容は、学校

の存続についてを審議をしていただいたんです。ですから活性化とか、の存続についてを審議をしていただいたんです。ですから活性化とか、の存続についてを審議をしていただいたんです。ですから活性化とか、の存続についてを審議をしていただいたんです。ですから活性化とか、そのへんはそのへんはそのへんはそのへんはまたまたまたまた

違う場面でやっていただければと思います。違う場面でやっていただければと思います。違う場面でやっていただければと思います。違う場面でやっていただければと思います。    

質問は、もう３回されました。質問は、もう３回されました。質問は、もう３回されました。質問は、もう３回されました。    



１ ２１ ２１ ２１ ２     

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）    

町に対して、教育厚生常任委員会としては、仮にこの請願反対、こういう方針でいく町に対して、教育厚生常任委員会としては、仮にこの請願反対、こういう方針でいく町に対して、教育厚生常任委員会としては、仮にこの請願反対、こういう方針でいく町に対して、教育厚生常任委員会としては、仮にこの請願反対、こういう方針でいく

ということであれば、しっかりと今後どのように平林を守っていくのか。あるいは、もということであれば、しっかりと今後どのように平林を守っていくのか。あるいは、もということであれば、しっかりと今後どのように平林を守っていくのか。あるいは、もということであれば、しっかりと今後どのように平林を守っていくのか。あるいは、も

うすでにうすでにうすでにうすでにこちらへ移住した･･･。こちらへ移住した･･･。こちらへ移住した･･･。こちらへ移住した･･･。    

○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）    

    その件は内容がその件は内容がその件は内容がその件は内容が違います。違います。違います。違います。終わってください。その内容を委員会が活性化終わってください。その内容を委員会が活性化終わってください。その内容を委員会が活性化終わってください。その内容を委員会が活性化まで審議をまで審議をまで審議をまで審議を

する場ではないする場ではないする場ではないする場ではないのののので、その質問はで、その質問はで、その質問はで、その質問はあっていませんあっていませんあっていませんあっていません。。。。終わってください。終わってください。終わってください。終わってください。    

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

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）    

    私たち委員会はですね、中にはやっぱり平林の学校を残したいという意見が当然ござ私たち委員会はですね、中にはやっぱり平林の学校を残したいという意見が当然ござ私たち委員会はですね、中にはやっぱり平林の学校を残したいという意見が当然ござ私たち委員会はですね、中にはやっぱり平林の学校を残したいという意見が当然ござ

いましたけれども、多数としてそうではなかったということで、こういう結論をまとめいましたけれども、多数としてそうではなかったということで、こういう結論をまとめいましたけれども、多数としてそうではなかったということで、こういう結論をまとめいましたけれども、多数としてそうではなかったということで、こういう結論をまとめ

ました。平林の活性化というました。平林の活性化というました。平林の活性化というました。平林の活性化というのは、のは、のは、のは、非常に重要課題だと捉えまして、ここ非常に重要課題だと捉えまして、ここ非常に重要課題だと捉えまして、ここ非常に重要課題だと捉えまして、ここにこういう形にこういう形にこういう形にこういう形

で報告させで報告させで報告させで報告させていただいたのは、委員会ではなくて議会でこのことをもう少し詰めて、議ていただいたのは、委員会ではなくて議会でこのことをもう少し詰めて、議ていただいたのは、委員会ではなくて議会でこのことをもう少し詰めて、議ていただいたのは、委員会ではなくて議会でこのことをもう少し詰めて、議

会で町にお願いするなり、やっていってほしいということです。こ会で町にお願いするなり、やっていってほしいということです。こ会で町にお願いするなり、やっていってほしいということです。こ会で町にお願いするなり、やっていってほしいということです。これは私の考えなんでれは私の考えなんでれは私の考えなんでれは私の考えなんで

すが、保護者の方が非常に一生懸命やってくれましたよね。これを私は無にしたくないすが、保護者の方が非常に一生懸命やってくれましたよね。これを私は無にしたくないすが、保護者の方が非常に一生懸命やってくれましたよね。これを私は無にしたくないすが、保護者の方が非常に一生懸命やってくれましたよね。これを私は無にしたくない

というのはですね、これまで保護者と地域の方が少しずれていたのは、今までの意見をというのはですね、これまで保護者と地域の方が少しずれていたのは、今までの意見をというのはですね、これまで保護者と地域の方が少しずれていたのは、今までの意見をというのはですね、これまで保護者と地域の方が少しずれていたのは、今までの意見を

総合しますと、保護者の皆さんはまず小学校、あそこの木造校舎のあるあそこの学校で総合しますと、保護者の皆さんはまず小学校、あそこの木造校舎のあるあそこの学校で総合しますと、保護者の皆さんはまず小学校、あそこの木造校舎のあるあそこの学校で総合しますと、保護者の皆さんはまず小学校、あそこの木造校舎のあるあそこの学校で

子どもを学ばせたいというのが第子どもを学ばせたいというのが第子どもを学ばせたいというのが第子どもを学ばせたいというのが第１１１１位にきていて、地域に住んであの地域ですばらしい位にきていて、地域に住んであの地域ですばらしい位にきていて、地域に住んであの地域ですばらしい位にきていて、地域に住んであの地域ですばらしい

自然の自然の自然の自然の環境環境環境環境の中で子どもを育てたいというのが２番目に来てるんですね。私はそうではの中で子どもを育てたいというのが２番目に来てるんですね。私はそうではの中で子どもを育てたいというのが２番目に来てるんですね。私はそうではの中で子どもを育てたいというのが２番目に来てるんですね。私はそうでは

なくてなくてなくてなくて、、、、１１１１番にあの平林にきて、あの平林のすばらしいところ番にあの平林にきて、あの平林のすばらしいところ番にあの平林にきて、あの平林のすばらしいところ番にあの平林にきて、あの平林のすばらしいところにににに住んで住んで住んで住んで子どもを子どもを子どもを子どもを育てた育てた育てた育てた

い。それでここに学校があるい。それでここに学校があるい。それでここに学校があるい。それでここに学校があるからここに通わせたい。たまたまここに学校がなくても、からここに通わせたい。たまたまここに学校がなくても、からここに通わせたい。たまたまここに学校がなくても、からここに通わせたい。たまたまここに学校がなくても、

増穂小学校にあってもですね、これは増穂小学校にあってもですね、これは増穂小学校にあってもですね、これは増穂小学校にあってもですね、これは仮定仮定仮定仮定のののの話です話です話です話ですけけけけれれれれどもどもどもども、、、、そこにはそこにはそこにはそこには学校が学校が学校が学校がないけれないけれないけれないけれ

どもどもどもども増穂小学校がある。増穂小学校がある。増穂小学校がある。増穂小学校がある。町ではスクールバスを出して、いつでも自由に町ではスクールバスを出して、いつでも自由に町ではスクールバスを出して、いつでも自由に町ではスクールバスを出して、いつでも自由に通学通学通学通学できるようできるようできるようできるよう

になっている状況で、になっている状況で、になっている状況で、になっている状況で、ああああそこにそこにそこにそこに住みたいというのが第１位にきて住みたいというのが第１位にきて住みたいというのが第１位にきて住みたいというのが第１位にきてもらったほうがよかもらったほうがよかもらったほうがよかもらったほうがよかっっっっ

たのかなと。そうすればたのかなと。そうすればたのかなと。そうすればたのかなと。そうすれば、、、、地域の人たちと一緒になってそこに人口も地域の人たちと一緒になってそこに人口も地域の人たちと一緒になってそこに人口も地域の人たちと一緒になってそこに人口も増やせるでしょう増やせるでしょう増やせるでしょう増やせるでしょう

し、し、し、し、そういうことがこれからの活動の中につながっていけばいいかなそういうことがこれからの活動の中につながっていけばいいかなそういうことがこれからの活動の中につながっていけばいいかなそういうことがこれからの活動の中につながっていけばいいかなとととということを感じいうことを感じいうことを感じいうことを感じ

ましたし、今、委員の中にもそういう思いの方もいました。実際にはやっぱりましたし、今、委員の中にもそういう思いの方もいました。実際にはやっぱりましたし、今、委員の中にもそういう思いの方もいました。実際にはやっぱりましたし、今、委員の中にもそういう思いの方もいました。実際にはやっぱり、委員会、委員会、委員会、委員会

でででではははは意見が分かれましたけれども意見が分かれましたけれども意見が分かれましたけれども意見が分かれましたけれども、す、す、す、すべてがべてがべてがべてが多数多数多数多数の考え方のほうにまとめさの考え方のほうにまとめさの考え方のほうにまとめさの考え方のほうにまとめさせていただせていただせていただせていただ

いたということです。いたということです。いたということです。いたということです。    

以上です。以上です。以上です。以上です。    

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）    

    議会としても何とかしていかなきゃいかんと、そこのところを聞きたかったわけです議会としても何とかしていかなきゃいかんと、そこのところを聞きたかったわけです議会としても何とかしていかなきゃいかんと、そこのところを聞きたかったわけです議会としても何とかしていかなきゃいかんと、そこのところを聞きたかったわけです

けれども、ありがとうございました。けれども、ありがとうございました。けれども、ありがとうございました。けれども、ありがとうございました。    

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



１ ３１ ３１ ３１ ３     

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）    

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

以上をもって請願第４号の委員会審査報告に対する質疑を終わります。以上をもって請願第４号の委員会審査報告に対する質疑を終わります。以上をもって請願第４号の委員会審査報告に対する質疑を終わります。以上をもって請願第４号の委員会審査報告に対する質疑を終わります。    

井上委員長ご苦労さまでした。自席にお戻りくださ井上委員長ご苦労さまでした。自席にお戻りくださ井上委員長ご苦労さまでした。自席にお戻りくださ井上委員長ご苦労さまでした。自席にお戻りください。い。い。い。    

                    これから、請願第４号の討論を行います。これから、請願第４号の討論を行います。これから、請願第４号の討論を行います。これから、請願第４号の討論を行います。    

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。    

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

３番３番３番３番    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）    

原案に反対する立場で、若干申し述べたいと思います。原案に反対する立場で、若干申し述べたいと思います。原案に反対する立場で、若干申し述べたいと思います。原案に反対する立場で、若干申し述べたいと思います。    

まずまずまずまず教育委員会の方針ですが、過小規模校とこれに対する是非が出ております。これ教育委員会の方針ですが、過小規模校とこれに対する是非が出ております。これ教育委員会の方針ですが、過小規模校とこれに対する是非が出ております。これ教育委員会の方針ですが、過小規模校とこれに対する是非が出ております。これ

は、まず基本はこの過小規模校で学びたいと、実情皆さんの意見を尊重しながら、例えは、まず基本はこの過小規模校で学びたいと、実情皆さんの意見を尊重しながら、例えは、まず基本はこの過小規模校で学びたいと、実情皆さんの意見を尊重しながら、例えは、まず基本はこの過小規模校で学びたいと、実情皆さんの意見を尊重しながら、例え

ばカリキュラム上ですね、増穂小学校にくる。あるいは増穂小学校から週１回は野外活ばカリキュラム上ですね、増穂小学校にくる。あるいは増穂小学校から週１回は野外活ばカリキュラム上ですね、増穂小学校にくる。あるいは増穂小学校から週１回は野外活ばカリキュラム上ですね、増穂小学校にくる。あるいは増穂小学校から週１回は野外活

動ということで、西小の子どもたちとたくましい子どもづくりの動ということで、西小の子どもたちとたくましい子どもづくりの動ということで、西小の子どもたちとたくましい子どもづくりの動ということで、西小の子どもたちとたくましい子どもづくりのために交流をすると、ために交流をすると、ために交流をすると、ために交流をすると、

そういうこともあると思います。教育百年の計、これでですねそういうこともあると思います。教育百年の計、これでですねそういうこともあると思います。教育百年の計、これでですねそういうこともあると思います。教育百年の計、これでですね、、、、今西小今西小今西小今西小でででで学びたい人た学びたい人た学びたい人た学びたい人た

ちのちのちのちの歴史を閉じるような形で閉じることは、この平林地区、今日も何人か見えていらっ歴史を閉じるような形で閉じることは、この平林地区、今日も何人か見えていらっ歴史を閉じるような形で閉じることは、この平林地区、今日も何人か見えていらっ歴史を閉じるような形で閉じることは、この平林地区、今日も何人か見えていらっ

しゃいます。しゃいます。しゃいます。しゃいます。としても、おらとしても、おらとしても、おらとしても、おらが町の歴史としてが町の歴史としてが町の歴史としてが町の歴史としても、も、も、も、これはこれはこれはこれは大きな過ちになるん大きな過ちになるん大きな過ちになるん大きな過ちになるんじゃないじゃないじゃないじゃない

かと。先ほどかと。先ほどかと。先ほどかと。先ほどのののの質疑の中で質疑の中で質疑の中で質疑の中で、、、、切り離し切り離し切り離し切り離し、、、、この難しい難題に対して今後どのように対応すこの難しい難題に対して今後どのように対応すこの難しい難題に対して今後どのように対応すこの難しい難題に対して今後どのように対応す

るのかなとるのかなとるのかなとるのかなと、、、、対応できるのかなと。今対応できるのかなと。今対応できるのかなと。今対応できるのかなと。今、、、、地方の行政はやはり国の地方創生地方の行政はやはり国の地方創生地方の行政はやはり国の地方創生地方の行政はやはり国の地方創生のののの、、、、ようやっようやっようやっようやっ

と動きがやっとと動きがやっとと動きがやっとと動きがやっと出出出出た中で、た中で、た中で、た中で、うちの町としてはうちの町としてはうちの町としてはうちの町としては平林平林平林平林を中心にしてを中心にしてを中心にしてを中心にして、、、、何とかかんとか何とかかんとか何とかかんとか何とかかんとか知恵知恵知恵知恵出出出出

しししし汗汗汗汗出し出し出し出しししししながらみんなでながらみんなでながらみんなでながらみんなで取り組まなきゃいかん。その方向は取り組まなきゃいかん。その方向は取り組まなきゃいかん。その方向は取り組まなきゃいかん。その方向は一致しているわけですよ一致しているわけですよ一致しているわけですよ一致しているわけですよ

ねねねね。。。。平林平林平林平林の皆さんもの皆さんもの皆さんもの皆さんも願わくば、空き家を願わくば、空き家を願わくば、空き家を願わくば、空き家を確保しながら受け入れたい。一緒に汗を確保しながら受け入れたい。一緒に汗を確保しながら受け入れたい。一緒に汗を確保しながら受け入れたい。一緒に汗をかきたかきたかきたかきた

い。しかし、い。しかし、い。しかし、い。しかし、この数年の中でこの数年の中でこの数年の中でこの数年の中で、、、、ともすると一生懸命のともすると一生懸命のともすると一生懸命のともすると一生懸命の人たちと、このままおとなしく静人たちと、このままおとなしく静人たちと、このままおとなしく静人たちと、このままおとなしく静

かなほうがいいやというかなほうがいいやというかなほうがいいやというかなほうがいいやという地元の人たちと、地元の人たちと、地元の人たちと、地元の人たちと、若干の支障若干の支障若干の支障若干の支障というか、そういうというか、そういうというか、そういうというか、そういうものはありまものはありまものはありまものはありま

す。それが汗す。それが汗す。それが汗す。それが汗出出出出しししし知恵出し知恵出し知恵出し知恵出しでででで、おらが地域、おらが地域、おらが地域、おらが地域を元気にすることです。これはを元気にすることです。これはを元気にすることです。これはを元気にすることです。これは、、、、今大きな今大きな今大きな今大きな流流流流

れれれれとしましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、やはり国やはり国やはり国やはり国・・・・県の県の県の県の予算を予算を予算を予算を引っ張ってくる。例えば、残念ながら引っ張ってくる。例えば、残念ながら引っ張ってくる。例えば、残念ながら引っ張ってくる。例えば、残念ながら平林西小平林西小平林西小平林西小

はははは耐震耐震耐震耐震化化化化工事の予算工事の予算工事の予算工事の予算ががががとってありません。ただ国はとってありません。ただ国はとってありません。ただ国はとってありません。ただ国は学校学校学校学校ををををはじめですねはじめですねはじめですねはじめですね、、、、耐耐耐耐震化の震化の震化の震化の予算予算予算予算

とりとりとりとります。それで、地元にもご意見があるように木造のまま半分を耐震化して、半分をます。それで、地元にもご意見があるように木造のまま半分を耐震化して、半分をます。それで、地元にもご意見があるように木造のまま半分を耐震化して、半分をます。それで、地元にもご意見があるように木造のまま半分を耐震化して、半分を

地域の皆さんにも使えるようにと。そういう地域とともに地域の皆さんにも使えるようにと。そういう地域とともに地域の皆さんにも使えるようにと。そういう地域とともに地域の皆さんにも使えるようにと。そういう地域とともにという学校という学校という学校という学校にににに育て育て育て育てたいものでたいものでたいものでたいもので

す。もう一度繰り返します。平林す。もう一度繰り返します。平林す。もう一度繰り返します。平林す。もう一度繰り返します。平林、、、、ここをですねここをですねここをですねここをですね、す、す、す、すばばばばらしいらしいらしいらしい自然景観自然景観自然景観自然景観、、、、そして穏やかそして穏やかそして穏やかそして穏やか

な人々が住む中で、住みたい人、な人々が住む中で、住みたい人、な人々が住む中で、住みたい人、な人々が住む中で、住みたい人、学びたい人をシャットアウトしていいんでしょうか学びたい人をシャットアウトしていいんでしょうか学びたい人をシャットアウトしていいんでしょうか学びたい人をシャットアウトしていいんでしょうか。。。。

仮に仮に仮に仮に閉校閉校閉校閉校になるとになるとになるとになると、、、、想像で申しわけないんですけども想像で申しわけないんですけども想像で申しわけないんですけども想像で申しわけないんですけども、早川や芦安へ移っちゃう皆さん、早川や芦安へ移っちゃう皆さん、早川や芦安へ移っちゃう皆さん、早川や芦安へ移っちゃう皆さん

も増えるも増えるも増えるも増えると。そういうと。そういうと。そういうと。そういう、、、、これまでの歴史を十分に踏まえながらこれまでの歴史を十分に踏まえながらこれまでの歴史を十分に踏まえながらこれまでの歴史を十分に踏まえながら、、、、ここで執行部にも聞いここで執行部にも聞いここで執行部にも聞いここで執行部にも聞い
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てもらいてもらいてもらいてもらいたいたいたいたいわけですけれどもわけですけれどもわけですけれどもわけですけれども、、、、町の町の町の町の方向をしっかりにらんで、未来を方向をしっかりにらんで、未来を方向をしっかりにらんで、未来を方向をしっかりにらんで、未来を西小西小西小西小とともにとともにとともにとともに、、、、

おらがおらがおらがおらが町をなんとかしていきたいと町をなんとかしていきたいと町をなんとかしていきたいと町をなんとかしていきたいと、、、、そういうそういうそういうそういうふうにふうにふうにふうに願い願い願い願いながらながらながらながら私の意見とさせていた私の意見とさせていた私の意見とさせていた私の意見とさせていた

だきます。だきます。だきます。だきます。    

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

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

１０１０１０１０番。番。番。番。秋山貢秋山貢秋山貢秋山貢君。君。君。君。    

〇〇〇〇１０１０１０１０番議員（番議員（番議員（番議員（秋山貢秋山貢秋山貢秋山貢君）君）君）君）    

それではそれではそれではそれでは、、、、委員長報告に賛成の立場で討論いたします。昨年の１０月、町は学校適正規委員長報告に賛成の立場で討論いたします。昨年の１０月、町は学校適正規委員長報告に賛成の立場で討論いたします。昨年の１０月、町は学校適正規委員長報告に賛成の立場で討論いたします。昨年の１０月、町は学校適正規

模適正配置に伴う学校統合について結論を出しました。その結論は模適正配置に伴う学校統合について結論を出しました。その結論は模適正配置に伴う学校統合について結論を出しました。その結論は模適正配置に伴う学校統合について結論を出しました。その結論は「「「「増穂西小学校は平成増穂西小学校は平成増穂西小学校は平成増穂西小学校は平成

２６年度をもって閉校とする。ただし、この間に通学区域内において町教育委員会が策定２６年度をもって閉校とする。ただし、この間に通学区域内において町教育委員会が策定２６年度をもって閉校とする。ただし、この間に通学区域内において町教育委員会が策定２６年度をもって閉校とする。ただし、この間に通学区域内において町教育委員会が策定

した学校規模適正化方針を満たすなどした学校規模適正化方針を満たすなどした学校規模適正化方針を満たすなどした学校規模適正化方針を満たすなどの条件が整えば閉校年度の条件が整えば閉校年度の条件が整えば閉校年度の条件が整えば閉校年度をををを検討検討検討検討する。する。する。する。」」」」というものでというものでというものでというもので

ありました。具体的には、平林区に住んでいる児童が最低でも各学年に一人ずつ在籍するありました。具体的には、平林区に住んでいる児童が最低でも各学年に一人ずつ在籍するありました。具体的には、平林区に住んでいる児童が最低でも各学年に一人ずつ在籍するありました。具体的には、平林区に住んでいる児童が最低でも各学年に一人ずつ在籍する

ことになったならば、西小学校の閉校を検討するという内容でありました。昨年の議会でことになったならば、西小学校の閉校を検討するという内容でありました。昨年の議会でことになったならば、西小学校の閉校を検討するという内容でありました。昨年の議会でことになったならば、西小学校の閉校を検討するという内容でありました。昨年の議会で

は、富士川町学校適正配置等調査研究特別委員会を設置し増穂西小学校の統廃合については、富士川町学校適正配置等調査研究特別委員会を設置し増穂西小学校の統廃合については、富士川町学校適正配置等調査研究特別委員会を設置し増穂西小学校の統廃合については、富士川町学校適正配置等調査研究特別委員会を設置し増穂西小学校の統廃合について

多面的、多角的に考察し議論してまいりました。最終的に１０月２５日に開催した富士川多面的、多角的に考察し議論してまいりました。最終的に１０月２５日に開催した富士川多面的、多角的に考察し議論してまいりました。最終的に１０月２５日に開催した富士川多面的、多角的に考察し議論してまいりました。最終的に１０月２５日に開催した富士川

町学校適正配置町学校適正配置町学校適正配置町学校適正配置等等等等調査研究特別委員会で調査研究特別委員会で調査研究特別委員会で調査研究特別委員会で、、、、町の考え方と一致する町の考え方と一致する町の考え方と一致する町の考え方と一致する意見意見意見意見集約となりました。集約となりました。集約となりました。集約となりました。

ただし書きの条件をつけることに関しましてはただし書きの条件をつけることに関しましてはただし書きの条件をつけることに関しましてはただし書きの条件をつけることに関しましては、、、、特に高いハードルであ特に高いハードルであ特に高いハードルであ特に高いハードルであるということはるということはるということはるということは十十十十

分分分分理解した上で、理解した上で、理解した上で、理解した上で、議会議会議会議会は合意いたしました。今般は合意いたしました。今般は合意いたしました。今般は合意いたしました。今般、教育厚生常任委員会では、教育厚生常任委員会では、教育厚生常任委員会では、教育厚生常任委員会では請願を審査す請願を審査す請願を審査す請願を審査す

るにるにるにるにああああたり、その重要性に鑑みたり、その重要性に鑑みたり、その重要性に鑑みたり、その重要性に鑑み会期前の事前調査、会期前の事前調査、会期前の事前調査、会期前の事前調査、会期中の審査会期中の審査会期中の審査会期中の審査、閉会後の、閉会後の、閉会後の、閉会後の継続審査の方継続審査の方継続審査の方継続審査の方

法や内容とも法や内容とも法や内容とも法や内容とも、、、、これまでに類を見ないほどこれまでに類を見ないほどこれまでに類を見ないほどこれまでに類を見ないほど非常に慎重かつ丁寧に行われました。そして、非常に慎重かつ丁寧に行われました。そして、非常に慎重かつ丁寧に行われました。そして、非常に慎重かつ丁寧に行われました。そして、

委員会では委員会では委員会では委員会では不不不不採択という判断がなされました。この採択という判断がなされました。この採択という判断がなされました。この採択という判断がなされました。この委員会委員会委員会委員会の自主的判断は尊重されるべきの自主的判断は尊重されるべきの自主的判断は尊重されるべきの自主的判断は尊重されるべき

ものと考えます。今現在ものと考えます。今現在ものと考えます。今現在ものと考えます。今現在、西、西、西、西小学校の児童の在籍状況小学校の児童の在籍状況小学校の児童の在籍状況小学校の児童の在籍状況はははは、、、、残念ながらただし書きの条件を残念ながらただし書きの条件を残念ながらただし書きの条件を残念ながらただし書きの条件を

満たしておりません。西小学校の満たしておりません。西小学校の満たしておりません。西小学校の満たしておりません。西小学校の閉校を閉校を閉校を閉校を検討検討検討検討する条件が整わない以上する条件が整わない以上する条件が整わない以上する条件が整わない以上、、、、増穂西小学校は平増穂西小学校は平増穂西小学校は平増穂西小学校は平

成成成成２６年度を２６年度を２６年度を２６年度をもっもっもっもって閉校とするて閉校とするて閉校とするて閉校とする、、、、というというというという町の町の町の町の方針は進めるべきであります。よって方針は進めるべきであります。よって方針は進めるべきであります。よって方針は進めるべきであります。よって、、、、５年５年５年５年

間延長するという請願は不採択とすることもやむを得ないと考え、委員長報告に賛成しま間延長するという請願は不採択とすることもやむを得ないと考え、委員長報告に賛成しま間延長するという請願は不採択とすることもやむを得ないと考え、委員長報告に賛成しま間延長するという請願は不採択とすることもやむを得ないと考え、委員長報告に賛成しま

す。す。す。す。    

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

次に、原案に反対者の発言を許します。次に、原案に反対者の発言を許します。次に、原案に反対者の発言を許します。次に、原案に反対者の発言を許します。    

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）    

私は教育厚生常任委員会の不採択に対して反対いたします。先ほど秋山議員は私は教育厚生常任委員会の不採択に対して反対いたします。先ほど秋山議員は私は教育厚生常任委員会の不採択に対して反対いたします。先ほど秋山議員は私は教育厚生常任委員会の不採択に対して反対いたします。先ほど秋山議員は懇切懇切懇切懇切丁寧丁寧丁寧丁寧

にということで、非常に委員会の経過をにということで、非常に委員会の経過をにということで、非常に委員会の経過をにということで、非常に委員会の経過を讃えました。私も讃えました。私も讃えました。私も讃えました。私もそれは同感であります。でもでそれは同感であります。でもでそれは同感であります。でもでそれは同感であります。でもで

すねすねすねすね、、、、これだけの大きな問題を丁寧にやらねば、本当にちゃんとした結論を出すことはでこれだけの大きな問題を丁寧にやらねば、本当にちゃんとした結論を出すことはでこれだけの大きな問題を丁寧にやらねば、本当にちゃんとした結論を出すことはでこれだけの大きな問題を丁寧にやらねば、本当にちゃんとした結論を出すことはで

きない、そきない、そきない、そきない、そのくらい大きな大きな問題であります。先ほど条件を満たしてないということのくらい大きな大きな問題であります。先ほど条件を満たしてないということのくらい大きな大きな問題であります。先ほど条件を満たしてないということのくらい大きな大きな問題であります。先ほど条件を満たしてないということ

で、こので、こので、こので、この委員会の決定委員会の決定委員会の決定委員会の決定に賛成という秋山議員の意見に対して、討論ということなので申しに賛成という秋山議員の意見に対して、討論ということなので申しに賛成という秋山議員の意見に対して、討論ということなので申しに賛成という秋山議員の意見に対して、討論ということなので申し
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上げたいと思いますが上げたいと思いますが上げたいと思いますが上げたいと思いますが、ただし書き、ただし書き、ただし書き、ただし書きの中での中での中での中ではははは「「「「ここここの間の間の間の間にににに」」」」ととととあるんですね。あるんですね。あるんですね。あるんですね。いつまでにいつまでにいつまでにいつまでにとととと

いうことはないんですいうことはないんですいうことはないんですいうことはないんです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、最終的に条件が整えば最終的に条件が整えば最終的に条件が整えば最終的に条件が整えば閉校閉校閉校閉校年度を検討するということに年度を検討するということに年度を検討するということに年度を検討するということに

なっているんです。なっているんです。なっているんです。なっているんです。今、今、今、今、一生懸命一生懸命一生懸命一生懸命、、、、区区区区ももももそしてＰＴＡの方々もこの条件を満たすためにそしてＰＴＡの方々もこの条件を満たすためにそしてＰＴＡの方々もこの条件を満たすためにそしてＰＴＡの方々もこの条件を満たすために、、、、

児童そして空き家そして児童そして空き家そして児童そして空き家そして児童そして空き家そして売地、いろんなところをですね、売地、いろんなところをですね、売地、いろんなところをですね、売地、いろんなところをですね、一生懸命探しながらいろんな情一生懸命探しながらいろんな情一生懸命探しながらいろんな情一生懸命探しながらいろんな情

報をもとに報をもとに報をもとに報をもとに、現に、現に、現に、現に日曜日には日曜日には日曜日には日曜日には見に見に見に見に来るという人来るという人来るという人来るという人たちがいらっしゃるんですね。これをたちがいらっしゃるんですね。これをたちがいらっしゃるんですね。これをたちがいらっしゃるんですね。これを、こ、こ、こ、こ

ういう活動をういう活動をういう活動をういう活動を、、、、今今今今している最中している最中している最中している最中なんです。５なんです。５なんです。５なんです。５年間年間年間年間の延長ということでぜひお願いしたいとの延長ということでぜひお願いしたいとの延長ということでぜひお願いしたいとの延長ということでぜひお願いしたいと

言っているこの区言っているこの区言っているこの区言っているこの区とととと、、、、そしてＰＴＡの方々、そこに住むいろんな方々の思いを私たちはなそしてＰＴＡの方々、そこに住むいろんな方々の思いを私たちはなそしてＰＴＡの方々、そこに住むいろんな方々の思いを私たちはなそしてＰＴＡの方々、そこに住むいろんな方々の思いを私たちはな

ぜ受けとめられないのかなと私は思います。ぜ受けとめられないのかなと私は思います。ぜ受けとめられないのかなと私は思います。ぜ受けとめられないのかなと私は思います。今日今日今日今日、新聞に市川三郷のキャラクターの話が、新聞に市川三郷のキャラクターの話が、新聞に市川三郷のキャラクターの話が、新聞に市川三郷のキャラクターの話が

出ておりました。市川三郷出ておりました。市川三郷出ておりました。市川三郷出ておりました。市川三郷ではではではでは南小学校南小学校南小学校南小学校が、四尾連湖が、四尾連湖が、四尾連湖が、四尾連湖のところにのところにのところにのところにあああ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、、、、そこそこそこそこ

を小学校は新しく建てたんです。を小学校は新しく建てたんです。を小学校は新しく建てたんです。を小学校は新しく建てたんです。東小東小東小東小ですか。すみません。ですか。すみません。ですか。すみません。ですか。すみません。そして、そこには地域の方々そして、そこには地域の方々そして、そこには地域の方々そして、そこには地域の方々

がともに一緒に公民館みたいな機能も備えて、そしてそこを活性化しようというこがともに一緒に公民館みたいな機能も備えて、そしてそこを活性化しようというこがともに一緒に公民館みたいな機能も備えて、そしてそこを活性化しようというこがともに一緒に公民館みたいな機能も備えて、そしてそこを活性化しようということで小とで小とで小とで小

学校学校学校学校を建てたを建てたを建てたを建てたそうですそうですそうですそうです。。。。それは議員の方に聞きました。私はそれは議員の方に聞きました。私はそれは議員の方に聞きました。私はそれは議員の方に聞きました。私はこれからの時代は、こういうこれからの時代は、こういうこれからの時代は、こういうこれからの時代は、こういう

ことをしながら中山間地域は活性化していくであろうなと思っております。そういうことことをしながら中山間地域は活性化していくであろうなと思っております。そういうことことをしながら中山間地域は活性化していくであろうなと思っております。そういうことことをしながら中山間地域は活性化していくであろうなと思っております。そういうこと

を逆にしなければを逆にしなければを逆にしなければを逆にしなければ、、、、活性化は不可能ではないかと思います。い活性化は不可能ではないかと思います。い活性化は不可能ではないかと思います。い活性化は不可能ではないかと思います。いままままままままでででで住んで住んで住んで住んでいた方々がいた方々がいた方々がいた方々が、、、、

下に、平地に降りようと、下に、平地に降りようと、下に、平地に降りようと、下に、平地に降りようと、そのまま残そのまま残そのまま残そのまま残ろうとろうとろうとろうとそれはそれはそれはそれは自由なんです自由なんです自由なんです自由なんです。。。。県外県外県外県外からあるいは町外からあるいは町外からあるいは町外からあるいは町外

からからからから、ああいう、ああいう、ああいう、ああいうところに住みたいと思う方ところに住みたいと思う方ところに住みたいと思う方ところに住みたいと思う方、そういう、そういう、そういう、そういう方たちも方たちも方たちも方たちも自由自由自由自由なんです。私は先ほどなんです。私は先ほどなんです。私は先ほどなんです。私は先ほど

委員長委員長委員長委員長の中で、の中で、の中で、の中で、１１１１番にこういうことを考えて２番にこ番にこういうことを考えて２番にこ番にこういうことを考えて２番にこ番にこういうことを考えて２番にこういうことをういうことをういうことをういうことを考えてくれればよかっ考えてくれればよかっ考えてくれればよかっ考えてくれればよかっ

たというお話たというお話たというお話たというお話ががががありましたありましたありましたありましたがががが、１、１、１、１番も番も番も番も２番２番２番２番もないんです。すべて中山間地域に住もないんです。すべて中山間地域に住もないんです。すべて中山間地域に住もないんです。すべて中山間地域に住めるめるめるめる環境環境環境環境

を整えていくというのは、私たちのを整えていくというのは、私たちのを整えていくというのは、私たちのを整えていくというのは、私たちの行政と議会が行政と議会が行政と議会が行政と議会が考えることなんじゃないでしょうか。そ考えることなんじゃないでしょうか。そ考えることなんじゃないでしょうか。そ考えることなんじゃないでしょうか。そ

ういうういうういうういうことを考えればことを考えればことを考えればことを考えればこの請願この請願この請願この請願はぜひとも採択していていただきたい。はぜひとも採択していていただきたい。はぜひとも採択していていただきたい。はぜひとも採択していていただきたい。今、時今、時今、時今、時既に既に既に既に遅し遅し遅し遅し、、、、

というというというという結論は、ここで出してほしくないんです。これだけいろんな方々が、今やっと手を結論は、ここで出してほしくないんです。これだけいろんな方々が、今やっと手を結論は、ここで出してほしくないんです。これだけいろんな方々が、今やっと手を結論は、ここで出してほしくないんです。これだけいろんな方々が、今やっと手を

結んで結んで結んで結んで一緒一緒一緒一緒ににににやろうというやろうというやろうというやろうというここまでここまでここまでここまでききききているんです。そういうところをているんです。そういうところをているんです。そういうところをているんです。そういうところを議員はしっかり見議員はしっかり見議員はしっかり見議員はしっかり見

てててていただきたい。５日いただきたい。５日いただきたい。５日いただきたい。５日のののの運動会もしっかり見ていただきたかったです。運動会もしっかり見ていただきたかったです。運動会もしっかり見ていただきたかったです。運動会もしっかり見ていただきたかったです。５人の委員５人の委員５人の委員５人の委員さんにさんにさんにさんに

はははは。。。。私は本当に心のこもった委員活動をこれからもはしていかな私は本当に心のこもった委員活動をこれからもはしていかな私は本当に心のこもった委員活動をこれからもはしていかな私は本当に心のこもった委員活動をこれからもはしていかなければいけないければいけないければいけないければいけない、、、、そしてそしてそしてそして

地域の声を１地域の声を１地域の声を１地域の声を１番聞かなければ番聞かなければ番聞かなければ番聞かなければいけないということをよくおっしゃってるいけないということをよくおっしゃってるいけないということをよくおっしゃってるいけないということをよくおっしゃってる議員さんもいらっ議員さんもいらっ議員さんもいらっ議員さんもいらっ

しゃいます。しゃいます。しゃいます。しゃいます。そういう声を、そういう声を、そういう声を、そういう声を、地元の議員の声だけでなくて、中山間地元の議員の声だけでなくて、中山間地元の議員の声だけでなくて、中山間地元の議員の声だけでなくて、中山間地域の方々の意見もし地域の方々の意見もし地域の方々の意見もし地域の方々の意見もし

っかりと自分たちのっかりと自分たちのっかりと自分たちのっかりと自分たちの気持ちに入れながら、気持ちに入れながら、気持ちに入れながら、気持ちに入れながら、そして町全体のことを考えるであれば、この請そして町全体のことを考えるであれば、この請そして町全体のことを考えるであれば、この請そして町全体のことを考えるであれば、この請

願は採択すべきだと思います。願は採択すべきだと思います。願は採択すべきだと思います。願は採択すべきだと思います。    

以上です。以上です。以上です。以上です。    

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

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）    

私は常任委員会の結論に賛成の立場で討論させていただきます。私は常任委員会の結論に賛成の立場で討論させていただきます。私は常任委員会の結論に賛成の立場で討論させていただきます。私は常任委員会の結論に賛成の立場で討論させていただきます。    

まとめの言葉でお話ししようかと思ってたんでまとめの言葉でお話ししようかと思ってたんでまとめの言葉でお話ししようかと思ってたんでまとめの言葉でお話ししようかと思ってたんですけれども、川口議員、市川議員のお話すけれども、川口議員、市川議員のお話すけれども、川口議員、市川議員のお話すけれども、川口議員、市川議員のお話



１ ６１ ６１ ６１ ６     

もありましたのもありましたのもありましたのもありましたので、それに私の考え方を合わせながら、ちょっと前置きをお話ししたいとで、それに私の考え方を合わせながら、ちょっと前置きをお話ししたいとで、それに私の考え方を合わせながら、ちょっと前置きをお話ししたいとで、それに私の考え方を合わせながら、ちょっと前置きをお話ししたいと

思います。まず保護者や地域の方々が非常に１年間努力なさったということには、大変敬思います。まず保護者や地域の方々が非常に１年間努力なさったということには、大変敬思います。まず保護者や地域の方々が非常に１年間努力なさったということには、大変敬思います。まず保護者や地域の方々が非常に１年間努力なさったということには、大変敬

服いたします。だた１年以上前からですね服いたします。だた１年以上前からですね服いたします。だた１年以上前からですね服いたします。だた１年以上前からですね、、、、約２年教育委員会で検討したり約２年教育委員会で検討したり約２年教育委員会で検討したり約２年教育委員会で検討したり、、、、また昨年、また昨年、また昨年、また昨年、

今ごろでしょうね。１年間統合を延長するという結論を議会で今ごろでしょうね。１年間統合を延長するという結論を議会で今ごろでしょうね。１年間統合を延長するという結論を議会で今ごろでしょうね。１年間統合を延長するという結論を議会で出したと。出したと。出したと。出したと。議会で議会で議会で議会で延長延長延長延長しよしよしよしよ

うという結論を出したのにうという結論を出したのにうという結論を出したのにうという結論を出したのに、、、、教育委員会、町当局教育委員会、町当局教育委員会、町当局教育委員会、町当局、、、、議会の議員議会の議員議会の議員議会の議員、、、、この１年何をしていたのこの１年何をしていたのこの１年何をしていたのこの１年何をしていたの

かということがかということがかということがかということが、、、、非常に非常に非常に非常に忸怩忸怩忸怩忸怩たる思たる思たる思たる思ががががしております。というのはしております。というのはしております。というのはしております。というのは、、、、ここへきてばたばここへきてばたばここへきてばたばここへきてばたばたばたばたばたば

たばたとたばたとたばたとたばたと、、、、いろんな意見が出ていますけれどもいろんな意見が出ていますけれどもいろんな意見が出ていますけれどもいろんな意見が出ていますけれども、、、、例えば例えば例えば例えば川口議員川口議員川口議員川口議員はいなかったとしてもはいなかったとしてもはいなかったとしてもはいなかったとしても、、、、

私も５日の運動会私も５日の運動会私も５日の運動会私も５日の運動会にににには見学させていただきに上がりました。常任委員ではありませんでしは見学させていただきに上がりました。常任委員ではありませんでしは見学させていただきに上がりました。常任委員ではありませんでしは見学させていただきに上がりました。常任委員ではありませんでし

たけれども。たけれども。たけれども。たけれども。たまたまたまたまたまたまたまたま時間がありましたので見させていただこうと思って出かけました。時間がありましたので見させていただこうと思って出かけました。時間がありましたので見させていただこうと思って出かけました。時間がありましたので見させていただこうと思って出かけました。

すばらしいすばらしいすばらしいすばらしい運動会運動会運動会運動会だったと思います。活性化の話がちょっと出てだったと思います。活性化の話がちょっと出てだったと思います。活性化の話がちょっと出てだったと思います。活性化の話がちょっと出ていいいいますけどもますけどもますけどもますけども、、、、活性化は活性化は活性化は活性化は

やっぱりやっぱりやっぱりやっぱり今日の今日の今日の今日の審査とは審査とは審査とは審査とは、、、、請願に対する審査ですから切り離して考えますけれども請願に対する審査ですから切り離して考えますけれども請願に対する審査ですから切り離して考えますけれども請願に対する審査ですから切り離して考えますけれども、一言、一言、一言、一言

つけ加えるならば、つけ加えるならば、つけ加えるならば、つけ加えるならば、高根高根高根高根の小学校がの小学校がの小学校がの小学校が１５年も２０年も１５年も２０年も１５年も２０年も１５年も２０年も前に前に前に前に統合になりまして、統合になりまして、統合になりまして、統合になりまして、今今今今「「「「おいしおいしおいしおいし

い学校い学校い学校い学校」」」」として復活して東京方として復活して東京方として復活して東京方として復活して東京方面からも大勢面からも大勢面からも大勢面からも大勢、フル、フル、フル、フルシーズンでお客さんが来ています。おシーズンでお客さんが来ています。おシーズンでお客さんが来ています。おシーズンでお客さんが来ています。お

風呂があって泊まることもできて風呂があって泊まることもできて風呂があって泊まることもできて風呂があって泊まることもできて、、、、イタリア料理があってイタリア料理があってイタリア料理があってイタリア料理があって和食が和食が和食が和食があって売店があって。あって売店があって。あって売店があって。あって売店があって。産産産産

地で地で地で地で、、、、地域で地域で地域で地域でとれたシーズンの果物野菜とれたシーズンの果物野菜とれたシーズンの果物野菜とれたシーズンの果物野菜を売ってを売ってを売ってを売っていたり、フルシーズンいたり、フルシーズンいたり、フルシーズンいたり、フルシーズン、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる統合で統合で統合で統合で

廃校に廃校に廃校に廃校になってしまった学校をなってしまった学校をなってしまった学校をなってしまった学校を「おいしい学校」として「おいしい学校」として「おいしい学校」として「おいしい学校」として第三セクター第三セクター第三セクター第三セクターででででつくっております。つくっております。つくっております。つくっております。

それをご存じの方も多いと思いますけどそれをご存じの方も多いと思いますけどそれをご存じの方も多いと思いますけどそれをご存じの方も多いと思いますけども、一応も、一応も、一応も、一応お伝えしておくと。それから五開小学校お伝えしておくと。それから五開小学校お伝えしておくと。それから五開小学校お伝えしておくと。それから五開小学校

がががが４、５４、５４、５４、５年前に閉校になりましたけれども、そのときに、年前に閉校になりましたけれども、そのときに、年前に閉校になりましたけれども、そのときに、年前に閉校になりましたけれども、そのときに、閉校を閉校を閉校を閉校を前段階として町はどうい前段階として町はどうい前段階として町はどうい前段階として町はどうい

う動きをしたかというとう動きをしたかというとう動きをしたかというとう動きをしたかというと、五開、五開、五開、五開小学校の小学校の小学校の小学校の子どもたちを子どもたちを子どもたちを子どもたちを鰍沢小学校鰍沢小学校鰍沢小学校鰍沢小学校へへへへ何回も何回も何回も何回も何回も何回も何回も何回も、、、、例えば例えば例えば例えば

体育の時間とか体育の時間とか体育の時間とか体育の時間とか国語国語国語国語の時間とか一緒にになっての時間とか一緒にになっての時間とか一緒にになっての時間とか一緒にになって勉強を勉強を勉強を勉強を進めると。進めると。進めると。進めると。水泳大会を、水泳大会を、水泳大会を、水泳大会を、プールプールプールプールは五は五は五は五

開小開小開小開小学校のプールで開きました。学校のプールで開きました。学校のプールで開きました。学校のプールで開きました。それで五開それで五開それで五開それで五開小学校の小学校の小学校の小学校の子どもたちが子どもたちが子どもたちが子どもたちが優勝しました。そうい優勝しました。そうい優勝しました。そうい優勝しました。そうい

うううう友和を友和を友和を友和を図りながら、統合までに１年かけて図りながら、統合までに１年かけて図りながら、統合までに１年かけて図りながら、統合までに１年かけて友和友和友和友和を図ってきました。ですから、を図ってきました。ですから、を図ってきました。ですから、を図ってきました。ですから、町町町町当局は当局は当局は当局は

この１年間何をしていきたのか。この１年間何をしていきたのか。この１年間何をしていきたのか。この１年間何をしていきたのか。あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、そのそのそのその推薦推薦推薦推薦議員議員議員議員ををををはじめとして、はじめとして、はじめとして、はじめとして、昨年、統合１昨年、統合１昨年、統合１昨年、統合１

年延長を決めた議員さんたちは何をしてきたの年延長を決めた議員さんたちは何をしてきたの年延長を決めた議員さんたちは何をしてきたの年延長を決めた議員さんたちは何をしてきたのか。少し反省をしていただきたいと思いまか。少し反省をしていただきたいと思いまか。少し反省をしていただきたいと思いまか。少し反省をしていただきたいと思いま

す。ですから基本的に私は、こす。ですから基本的に私は、こす。ですから基本的に私は、こす。ですから基本的に私は、この請願が後１年延長ということであればの請願が後１年延長ということであればの請願が後１年延長ということであればの請願が後１年延長ということであれば、常任委員会、常任委員会、常任委員会、常任委員会の意の意の意の意

見も違ってい見も違ってい見も違ってい見も違っていただろうしただろうしただろうしただろうし、、、、私自身の意見も違ったと思いますけれども私自身の意見も違ったと思いますけれども私自身の意見も違ったと思いますけれども私自身の意見も違ったと思いますけれども、、、、あくまでもこの請あくまでもこの請あくまでもこの請あくまでもこの請

願の５年延長ということで反対させていただくと。それから市川議員の発言にもう願の５年延長ということで反対させていただくと。それから市川議員の発言にもう願の５年延長ということで反対させていただくと。それから市川議員の発言にもう願の５年延長ということで反対させていただくと。それから市川議員の発言にもうすぐすぐすぐすぐ４４４４

年生が入ってくる情報があるというお話がありましたけど年生が入ってくる情報があるというお話がありましたけど年生が入ってくる情報があるというお話がありましたけど年生が入ってくる情報があるというお話がありましたけど、、、、請願の中に２学期から４年生請願の中に２学期から４年生請願の中に２学期から４年生請願の中に２学期から４年生

が入ってくるとが入ってくるとが入ってくるとが入ってくると書いてありますけれども、書いてありますけれども、書いてありますけれども、書いてありますけれども、これこれこれこれはははは実現されてない。ですか実現されてない。ですか実現されてない。ですか実現されてない。ですかららららあくまでもあくまでもあくまでもあくまでも希希希希

望望望望的観測というふうに的観測というふうに的観測というふうに的観測というふうに捉えて捉えて捉えて捉えていただきたい。それで本論に戻りますけれどもいただきたい。それで本論に戻りますけれどもいただきたい。それで本論に戻りますけれどもいただきたい。それで本論に戻りますけれども、学校、学校、学校、学校の存続の存続の存続の存続

というのはというのはというのはというのは、、、、ほんとに地域にとって重要なことはほんとに地域にとって重要なことはほんとに地域にとって重要なことはほんとに地域にとって重要なことは十分十分十分十分認識しております。しかし平林地認識しております。しかし平林地認識しております。しかし平林地認識しております。しかし平林地区区区区

の活性化とかの活性化とかの活性化とかの活性化とか、、、、いろんなそのいろんなそのいろんなそのいろんなその建て替え建て替え建て替え建て替えとか経費ととか経費ととか経費ととか経費とは分けては分けては分けては分けて、、、、あくまでもこの請願についてあくまでもこの請願についてあくまでもこの請願についてあくまでもこの請願について    

お答えをしたいと思います。本お答えをしたいと思います。本お答えをしたいと思います。本お答えをしたいと思います。本件の件の件の件の西小学校の場合は次の３点において統合やむなしとす西小学校の場合は次の３点において統合やむなしとす西小学校の場合は次の３点において統合やむなしとす西小学校の場合は次の３点において統合やむなしとす

るのが私の考えです。昨年のるのが私の考えです。昨年のるのが私の考えです。昨年のるのが私の考えです。昨年の陳情陳情陳情陳情によりによりによりにより、、、、１年延長することとした教育委員会の条件が満１年延長することとした教育委員会の条件が満１年延長することとした教育委員会の条件が満１年延長することとした教育委員会の条件が満

たされなかったこと。２番目としてたされなかったこと。２番目としてたされなかったこと。２番目としてたされなかったこと。２番目として、、、、児児児児童には同級生の友だちが最低１童には同級生の友だちが最低１童には同級生の友だちが最低１童には同級生の友だちが最低１人上いて人上いて人上いて人上いて、、、、自分と自分と自分と自分と
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違う考えを持つ者がいるんだという経験をしてほしいという考え。３点目として違う考えを持つ者がいるんだという経験をしてほしいという考え。３点目として違う考えを持つ者がいるんだという経験をしてほしいという考え。３点目として違う考えを持つ者がいるんだという経験をしてほしいという考え。３点目として、、、、今後５今後５今後５今後５

年以上先を考えても年以上先を考えても年以上先を考えても年以上先を考えても、、、、保育園で数年を過ごした友だちと分かれて保育園で数年を過ごした友だちと分かれて保育園で数年を過ごした友だちと分かれて保育園で数年を過ごした友だちと分かれて、、、、例えば１例えば１例えば１例えば１人だけ西小へ人だけ西小へ人だけ西小へ人だけ西小へ

入学するという児童がずっと続くようなこと。これは本当に子どもたちにとって入学するという児童がずっと続くようなこと。これは本当に子どもたちにとって入学するという児童がずっと続くようなこと。これは本当に子どもたちにとって入学するという児童がずっと続くようなこと。これは本当に子どもたちにとって最最最最良の策良の策良の策良の策

ななななのかとのかとのかとのかと、、、、私には考えられません。したがって私には考えられません。したがって私には考えられません。したがって私には考えられません。したがって、、、、教育厚生常任委員会の決定に賛成するも教育厚生常任委員会の決定に賛成するも教育厚生常任委員会の決定に賛成するも教育厚生常任委員会の決定に賛成するも

のです。今後は、ぜひのです。今後は、ぜひのです。今後は、ぜひのです。今後は、ぜひ五開五開五開五開小学校区で行われたように小学校区で行われたように小学校区で行われたように小学校区で行われたように、、、、増穂小学校増穂小学校増穂小学校増穂小学校との合同授業を数多くとの合同授業を数多くとの合同授業を数多くとの合同授業を数多く

してしてしてして、、、、スムーズに統合できるようにスムーズに統合できるようにスムーズに統合できるようにスムーズに統合できるように願って願って願って願って賛成討論といたします。賛成討論といたします。賛成討論といたします。賛成討論といたします。    

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

次に、原案に反対者の発言を許します。次に、原案に反対者の発言を許します。次に、原案に反対者の発言を許します。次に、原案に反対者の発言を許します。    

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

私は簡単に私は簡単に私は簡単に私は簡単に言わせて言わせて言わせて言わせていただいただいただいただきますきますきますきます。私は教育厚生常任委員会。私は教育厚生常任委員会。私は教育厚生常任委員会。私は教育厚生常任委員会、、、、委員委員委員委員です。です。です。です。５日の５日の５日の５日の運動会運動会運動会運動会

にもにもにもにも参加させていただきました。参加させていただきました。参加させていただきました。参加させていただきました。非常に和気藹藹非常に和気藹藹非常に和気藹藹非常に和気藹藹として心温まるすばらしい運動として心温まるすばらしい運動として心温まるすばらしい運動として心温まるすばらしい運動だっただっただっただったとととと

思っております。思っております。思っております。思っております。私の原点は、小学校、その地域私の原点は、小学校、その地域私の原点は、小学校、その地域私の原点は、小学校、その地域のののの学校をなくすということ学校をなくすということ学校をなくすということ学校をなくすということは、私は反対は、私は反対は、私は反対は、私は反対

というのがというのがというのがというのが１１１１番番番番原点原点原点原点にあります。それから、私はこの１年間にあります。それから、私はこの１年間にあります。それから、私はこの１年間にあります。それから、私はこの１年間、町、町、町、町当局は当局は当局は当局は何を何を何を何をしていたのかしていたのかしていたのかしていたのか

ということをということをということをということを言いたいです。言いたいです。言いたいです。言いたいです。それそれそれそれは井上委員長は井上委員長は井上委員長は井上委員長もももも言って言って言って言っておりましたおりましたおりましたおりましたが、が、が、が、保護者保護者保護者保護者がががが地域に住地域に住地域に住地域に住

んでいないところを指摘しています。んでいないところを指摘しています。んでいないところを指摘しています。んでいないところを指摘しています。はじめはじめはじめはじめ私も私も私も私も、、、、それはどういうことかなと思ったんでそれはどういうことかなと思ったんでそれはどういうことかなと思ったんでそれはどういうことかなと思ったんで

すがすがすがすが、、、、外部からこの町に外部からこの町に外部からこの町に外部からこの町に住みたい住みたい住みたい住みたいと言ってきたときにと言ってきたときにと言ってきたときにと言ってきたときに、、、、町当局町当局町当局町当局、その、その、その、その窓口は積極的にそれ窓口は積極的にそれ窓口は積極的にそれ窓口は積極的にそれ

に対してに対してに対してに対して協力協力協力協力したのか。したのか。したのか。したのか。聞くところに聞くところに聞くところに聞くところによりますとよりますとよりますとよりますと、、、、そういう協そういう協そういう協そういう協力はなかったということを力はなかったということを力はなかったということを力はなかったということを

聞いております。ですからこの町へ住みたい、聞いております。ですからこの町へ住みたい、聞いております。ですからこの町へ住みたい、聞いております。ですからこの町へ住みたい、ああああの学の学の学の学校校校校へ行きたいというへ行きたいというへ行きたいというへ行きたいという子ども子ども子ども子どもたちもたちもたちもたちも、、、、

それを諦めて南アルプス市それを諦めて南アルプス市それを諦めて南アルプス市それを諦めて南アルプス市へ行ったとへ行ったとへ行ったとへ行ったという話も聞いております。いう話も聞いております。いう話も聞いております。いう話も聞いております。この町のこの町のこの町のこの町の人口を人口を人口を人口を増やすと増やすと増やすと増やすと

いうことを考えいうことを考えいうことを考えいうことを考えたたたたならば、ならば、ならば、ならば、県外から県外から県外から県外から来来来来るるるる人たち人たち人たち人たちをををを積極的に受け入れるという姿勢がなけれ積極的に受け入れるという姿勢がなけれ積極的に受け入れるという姿勢がなけれ積極的に受け入れるという姿勢がなけれ

ばだめだと思います。そういう点ばだめだと思います。そういう点ばだめだと思います。そういう点ばだめだと思います。そういう点、、、、この町のですねこの町のですねこの町のですねこの町のですね、今日、今日、今日、今日ここに、町当局の人がいないのここに、町当局の人がいないのここに、町当局の人がいないのここに、町当局の人がいないの

が残念ですがが残念ですがが残念ですがが残念ですが、、、、その受け入れに対してその受け入れに対してその受け入れに対してその受け入れに対して、、、、積極的に積極的に積極的に積極的に好意的好意的好意的好意的にしないという町当局に対して私にしないという町当局に対して私にしないという町当局に対して私にしないという町当局に対して私

は憤りを感じます。は憤りを感じます。は憤りを感じます。は憤りを感じます。もうちょもうちょもうちょもうちょっっっっとですね、とですね、とですね、とですね、廃校ありきということで考えるんでなくて廃校ありきということで考えるんでなくて廃校ありきということで考えるんでなくて廃校ありきということで考えるんでなくて、こ、こ、こ、こ

のののの町全体の人口を増やすというそういう観点からも町当局町全体の人口を増やすというそういう観点からも町当局町全体の人口を増やすというそういう観点からも町当局町全体の人口を増やすというそういう観点からも町当局ははははしっかりと考えてもらいたいしっかりと考えてもらいたいしっかりと考えてもらいたいしっかりと考えてもらいたい

と思います。と思います。と思います。と思います。    

以上です。以上です。以上です。以上です。    

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

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

２番。深澤公雄君。２番。深澤公雄君。２番。深澤公雄君。２番。深澤公雄君。    

〇２番議員（深澤公雄君）〇２番議員（深澤公雄君）〇２番議員（深澤公雄君）〇２番議員（深澤公雄君）    

私は委員会の答えに賛成という立場で述べさ私は委員会の答えに賛成という立場で述べさ私は委員会の答えに賛成という立場で述べさ私は委員会の答えに賛成という立場で述べさせせせせてもらいます。私もできましたならば、てもらいます。私もできましたならば、てもらいます。私もできましたならば、てもらいます。私もできましたならば、

地域には地域に根出した小学地域には地域に根出した小学地域には地域に根出した小学地域には地域に根出した小学校校校校があるのが、よりベターだと考えております。ただ今回、があるのが、よりベターだと考えております。ただ今回、があるのが、よりベターだと考えております。ただ今回、があるのが、よりベターだと考えております。ただ今回、

この西小の件に関しまして、いろんなことをいろんなところから聞き取り調査とか、いろこの西小の件に関しまして、いろんなことをいろんなところから聞き取り調査とか、いろこの西小の件に関しまして、いろんなことをいろんなところから聞き取り調査とか、いろこの西小の件に関しまして、いろんなことをいろんなところから聞き取り調査とか、いろ

んな方の意見を聞きました。ちょっと私の考えと違うなというふうに感じました。できれんな方の意見を聞きました。ちょっと私の考えと違うなというふうに感じました。できれんな方の意見を聞きました。ちょっと私の考えと違うなというふうに感じました。できれんな方の意見を聞きました。ちょっと私の考えと違うなというふうに感じました。できれ
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ば「存続」と簡単に言えば一番いいんですけど、いろいろ現状を見てば「存続」と簡単に言えば一番いいんですけど、いろいろ現状を見てば「存続」と簡単に言えば一番いいんですけど、いろいろ現状を見てば「存続」と簡単に言えば一番いいんですけど、いろいろ現状を見て、今の区と小学校の、今の区と小学校の、今の区と小学校の、今の区と小学校の

関係、そして今の西小の子どもたち、平林に住んでいる子どもたちもいます。そのことを関係、そして今の西小の子どもたち、平林に住んでいる子どもたちもいます。そのことを関係、そして今の西小の子どもたち、平林に住んでいる子どもたちもいます。そのことを関係、そして今の西小の子どもたち、平林に住んでいる子どもたちもいます。そのことを

考えるならば、やはり今の状況では厳しいのではないかと感じます。先ほどから、川の三考えるならば、やはり今の状況では厳しいのではないかと感じます。先ほどから、川の三考えるならば、やはり今の状況では厳しいのではないかと感じます。先ほどから、川の三考えるならば、やはり今の状況では厳しいのではないかと感じます。先ほどから、川の三

筋の件も出て筋の件も出て筋の件も出て筋の件も出ていいいいますけども、そちらに関しても、この前、大森さんでしたか、平林の人にますけども、そちらに関しても、この前、大森さんでしたか、平林の人にますけども、そちらに関しても、この前、大森さんでしたか、平林の人にますけども、そちらに関しても、この前、大森さんでしたか、平林の人に

川を守ってもらわなければ困るというような意見を言っていましたけど、そんなことはな川を守ってもらわなければ困るというような意見を言っていましたけど、そんなことはな川を守ってもらわなければ困るというような意見を言っていましたけど、そんなことはな川を守ってもらわなければ困るというような意見を言っていましたけど、そんなことはな

く、町全体として考えていかなければならない問題です。先ほどから出てく、町全体として考えていかなければならない問題です。先ほどから出てく、町全体として考えていかなければならない問題です。先ほどから出てく、町全体として考えていかなければならない問題です。先ほどから出ていいいいますけども、ますけども、ますけども、ますけども、

平林の活性化も、やはり存続とは切り離して町全体でいろんなアイデアを出していくべき平林の活性化も、やはり存続とは切り離して町全体でいろんなアイデアを出していくべき平林の活性化も、やはり存続とは切り離して町全体でいろんなアイデアを出していくべき平林の活性化も、やはり存続とは切り離して町全体でいろんなアイデアを出していくべき

問題だと思いま問題だと思いま問題だと思いま問題だと思います。先ほどから何人かの議員から５日の運動会の話も出ておりますが、私す。先ほどから何人かの議員から５日の運動会の話も出ておりますが、私す。先ほどから何人かの議員から５日の運動会の話も出ておりますが、私す。先ほどから何人かの議員から５日の運動会の話も出ておりますが、私

は大変申しわけないんですけども、私はこの運動会に非常に期待しては大変申しわけないんですけども、私はこの運動会に非常に期待しては大変申しわけないんですけども、私はこの運動会に非常に期待しては大変申しわけないんですけども、私はこの運動会に非常に期待して行き行き行き行きました。私の意ました。私の意ました。私の意ました。私の意

見を、もしかしたら変えてくれるんじゃないかと。ただ、残念ながらそういう結論には達見を、もしかしたら変えてくれるんじゃないかと。ただ、残念ながらそういう結論には達見を、もしかしたら変えてくれるんじゃないかと。ただ、残念ながらそういう結論には達見を、もしかしたら変えてくれるんじゃないかと。ただ、残念ながらそういう結論には達

することができないものでした。以上のような考えで、ぜひ皆さん、目をしっかり、しっすることができないものでした。以上のような考えで、ぜひ皆さん、目をしっかり、しっすることができないものでした。以上のような考えで、ぜひ皆さん、目をしっかり、しっすることができないものでした。以上のような考えで、ぜひ皆さん、目をしっかり、しっ

かりですよ、かりですよ、かりですよ、かりですよ、開けて開けて開けて開けて、地域をちゃんと、今の地域の状況を見て、自分の頭で考えてもらい、地域をちゃんと、今の地域の状況を見て、自分の頭で考えてもらい、地域をちゃんと、今の地域の状況を見て、自分の頭で考えてもらい、地域をちゃんと、今の地域の状況を見て、自分の頭で考えてもらい

たいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。    

以上です。以上です。以上です。以上です。    

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

                討論ありませんか。討論ありませんか。討論ありませんか。討論ありませんか。    

（（（（    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。    

以上をも以上をも以上をも以上をもって、って、って、って、請願請願請願請願第第第第４４４４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４４４４    請願請願請願請願第第第第４４４４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。    

請願４号は起立によって採決します。請願第４号に対する委員長の報告は不採択とする請願４号は起立によって採決します。請願第４号に対する委員長の報告は不採択とする請願４号は起立によって採決します。請願第４号に対する委員長の報告は不採択とする請願４号は起立によって採決します。請願第４号に対する委員長の報告は不採択とする

ものです。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。ものです。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。ものです。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。ものです。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。    

（（（（    賛成賛成賛成賛成    １１、反対１１、反対１１、反対１１、反対    ４４４４    ））））    

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、請願第４号したがって、請願第４号したがって、請願第４号したがって、請願第４号はははは委員長の報告委員長の報告委員長の報告委員長の報告のとおりのとおりのとおりのとおり不採択とすることに決定しました。不採択とすることに決定しました。不採択とすることに決定しました。不採択とすることに決定しました。    

    

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４４４４回富士川町議会臨時会を回富士川町議会臨時会を回富士川町議会臨時会を回富士川町議会臨時会を閉会します。閉会します。閉会します。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        午午午午前前前前１０１０１０１０時時時時５５５５５５５５分分分分    


