
                                         

          ◇ 西 田 祐 子 君 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員、登壇願います。 

          〔３番 西田祐子君登壇〕 

〇３番（西田祐子君） ３番、清風クラブ、西田祐子でございます。先ごろの12月３日におか

れまして、新教育長となられました白崎教育長にお伺いしたいと思います。今回は、教育長は

教育方針というのを特に出されておりませんでしたので、あえてこの問題を取り上げさせてい

ただきました。 

 まず、質問は教育方針につきまして、１、新教育長として教育方針全般についてどのような

理念や構想を持っておられるのか。 

２、保育園の統合と民営化についての基本理念。 

３、小中学校の統廃合についての基本理念。 

４、幼児教育について基本理念。 

５、家庭教育について基本理念。 

６、初等教育、中等教育の基本的な考え方は。 

７、いじめ問題やメール問題等の対処法は。また、その考え方は。 

８、学力向上のための読書活動をどのようにとらえているのか。今後の教育目標をどこに置

いて進めるのか。 

以上、８点お伺いいたします。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

          〔教育長 白崎浩司君登壇〕 

〇教育長（白崎浩司君）  教育方針についてのご質問にお答えいたします。 

 １点目の教育方針全般についてであります。白老町教育目標を柱として幼児教育、学校教育、

家庭教育、生涯学習など教育行政全般について教育行政執行方針に基づき、各施策を推進して

いく考えでおり、確かな学力、豊かな心、健やかな体のバランスのとれた生きる力の育成に向

け、一層の充実を図っていく考えであります。また、一方では時代の変化や町民ニーズの多様

化から、教育環境も大きく変化してきております。このことから教育関係団体や多くの町民の

意見、要望などに今までにも増して耳を傾け、お互いに議論し、連携、協力していかなければ

ならないと考えているところであります。 

 次に、２点目の保育園の統合と民営化についてであります。近年夫婦共働きやひとり親世帯

が増加する中において、急速な少子化による保育園の定員割れや各施設の老朽化が進む一方、

景気低迷や三位一体改革の影響により厳しい財政状況が続いていることから、町立保育園の効

率的な管理運営を図るために、保育園の再配置及び民営化計画案を策定したところであります。

今後この計画案に基づき、少人数で施設の老朽化が進んでいる保育園の統廃合と積極的な民間

活力の導入を推進し、子育て支援、保育サービスの向上を図っていく考えであります。 

 次に、３点目の小中学校の統廃合についてであります。平成14年１月、適正配置基本計画を



策定し、現在中学校適正配置実施計画素案に基づき、中学校を先行して進めているところであ

ります。将来を担う子供たちの教育環境の整備が重要課題であり、今後も地域及び保護者の理

解を得ながら進めていかなければならないものと考えております。また、小学校の適正配置に

つきましては、中学校の適正配置についての一定の結論が出た後取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 次に、４点目の幼児教育についてであります。幼児期における子供は、家族という小さな世

界から身近な人や地域への興味、関心が広がり、親以外の人とのつながりが急速に強まってい

き、社会の一員となるための社会性を身につけていく重要な成長期であります。このような成

長を促すために、集団生活の中で一人一人のよさや可能性を伸ばすことが何より必要であると

考えております。 

 次に、５点目の家庭教育についてであります。家庭における教育は、基本的には家庭の責任

にゆだねられており、それぞれの親の価値観やライフスタイルに基づいて行われるものであり

ます。しかし、現在では核家族化、少子化、家庭の孤立化などに伴い、家庭の教育力が低下し

ていると懸念されております。そこで、行政の役割といたしましては、家庭の責任において子

供の健全な成長が図られるよう、保護者に対する学習の機会及び情報の提供など今後とも家庭

における教育を充実させていくため、関係行政機関、団体等と連携しながら、地域社会全体で

支援していく取り組みを積極的に進めてまいりたいと考えております。 

 次に、６点目の初等教育、中等教育についてであります。義務教育全般に関してお答えいた

します。本町の将来を担う児童生徒に対する教育は最重要課題であると認識しております。こ

のことから豊かな心をはぐくみ、一人一人の個性を伸ばす創意と活力に満ちた学校教育の推進

に努めていくものであり、各学校現場と教育委員会、さらには保護者や地域と連携を密にして

進めていかなければならないものと考えております。 

 次に、７点目のいじめ問題やメール問題についてであります。いじめに関しては、近年の全

国的な悲しい事件を踏まえ、本町では学校現場において早期発見、早期対応に努めているとこ

ろであり、今後も保護者と連携を図りながら、その根絶に向けて対応していくものであります。

また、メール問題につきましては、小中学校とも基本的には携帯電話の校内持ち込みを禁止し

ており、保護者の責任にゆだねるところでありますが、各学校では保護者に対して携帯電話な

どメール問題に関する啓発などを促すとともに、児童生徒に対しても講演会を実施するなどの

対応をしているところであります。今後も学校と保護者との連携を強化しながら、対応してい

かなければならないと考えております。 

 次に、８点目の学力向上のための読書活動についてであります。児童生徒の学力向上のため

には、読書は重要な課題であると認識しており、このことから学校図書館司書を平成17年度か

ら配置し、さらに今年度から２カ年事業として文科省の補助事業を活用し、学校図書館支援ス

タッフを３名配置し、計４名で学校図書館の整備充実を図り、児童生徒の読書機会の普及拡大

に努めているところであります。また、学校図書館支援センター調査研究会議を設置し、情報

収集、指導計画案の協議、読書週間のイベント開催、図書ボランティアの活用など各学校、町



立図書館、地域の図書ボランティアとの連携を図りながら進めているところであり、今後も児

童生徒の読解力を高め、学力向上につなげていきたいと考えております。 

 以上であります。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

          〔３番 西田祐子君登壇〕 

〇３番（西田祐子君） ただいま教育方針について教育長からすばらしいご回答いただきまし

たけれども、白老町は先ほどから質問が出ておりますように財政が大変厳しいという中で、私

は今回わざわざこの問題を取り上げさせていただいた１つの、一番の理由は、教育関係のほう

のやはり財源というのですか、そういうものを一番最初に削ってほしくないという思いから、

まずこの問題について質問させていただきました。今までの教育長の答弁は白老町の教育行政

に基づいてのご意見でしたけれども、新たな教育長になられまして、まず１番目の教育方針全

般についてどのような理念、構想を持っておられるか。つまり教育長としてわざわざ……今ま

で、申しわけありませんけれども、教育は余りプロでなかったと思います。社会教育課長さん

はされておりましたけれども、余りされてこなかった。そこの中でもあえて教育長として今回

なったわけですけれども、白老町に対する全般についてどのような思いでご決断され、またそ

の席に着こうと思われたのか、また白老町の町民全体を含めた教育に対しての指導をされるわ

けですけれども、どういう思いがあるのか、まずその辺をお伺いしたいなと思っておりますけ

れども。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  前段で予算の関係ちょっとお話ありましたけれども、きょうの前田

議員のほうにもお答えしておりますけれども、非常に財政が厳しいという中で来年度予算につ

いてもいわゆる10％削減という中で予算組みをしております。ただ、思いとしては先ほども答

えたとおり子供に、児童生徒にかかわる教育の部分については、極力そこを維持していくとい

うような基本的な考え方をもって予算づけをしていきたいというふうに思っています。 

それから、いわゆる教育全般の理念ということで、非常にふだん使わない言葉なものですか

ら、理念ということでお答えすると、適切な答えになるかどうかはわかりませんが、自分とし

てはいろんな各項目はございましたけれども、基本的には、使われている言葉ではございます

が、心の教育というふうに思っています。すべての出発点といいますか、教育の根っこにはや

はり心があって、教育があるというふうに思っていますし、その出発点は家庭教育だというふ

うに思っています。先ほどの学テのお話のところも家庭状況、あるいは学習状況を含めて、い

わゆる家庭でのコミュニケーション、それから家庭でのしつけ、そういうものが学力にも反映

しているというような状況も傾向としてはあるというふうなことが出ておりますので、いわゆ

る出発点を含めて生涯学習ということで、幼児から高齢者まで一生勉強していくというような

ことの中で、心の教育を推進していきたいというふうに思っています。これも今年度の教育方

針には出ていますけれども、そういう中で児童生徒には学力だけでなくて、生きる力というも

のをつけていってもらいたい、そういうふうに思っています。 



 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

          〔３番 西田祐子君登壇〕 

〇３番（西田祐子君） ぜひその思いをこれからも続けていっていただければなと思っており

ます。 

 ２番目の保育園の統合と民営化についてのところで、先ほど積極的な民間活力の導入を推進

しというふうにご答弁いただきましたけれども、今年度は８月に町立保育園の再配置、民営化

についての意見を募集しますということでインターネット上で約１カ月間意見募集されていま

したけれども、ここの中で１つか、２つかわかりませんけれども、何か意見の募集があったの

かどうかというのをまずお１つお伺いさせてください。 

それと、２つ目に、積極的な民間活力というのは具体的にどのようなものを示されているの

か、その辺もお願いします。 

〇議長（堀部登志雄君）  渡辺子ども課長。 

〇子ども課長（渡辺裕美君） それでは、パブリックコメントというところで、インターネッ

ト、ホームページ等でも意見の募集をさせていただきました。ですが、そこの中での意見とい

うのは、子ども課のほうには届いてはきておりません。そういうものも含めまして、その後に

保護者へのアンケートを実施したところであります。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  保育園の統廃合等々の説明につきましては、議会のほうにもいわゆ

る再配置、民営化計画をご説明申し上げているというふうに思っておりますが、当面先ほどの

説明のとおり定員が定員割れ、あるいは老朽化した施設について統廃合して、その後いわゆる

民間でできるものは民間でという基本のスタンスの中で、民営化できるものについては民間の

力をおかりして民営化していきたいというふうな考え方は、この基本計画の中にもお示しして

いるとおりでございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

          〔３番 西田祐子君登壇〕 

〇３番（西田祐子君） 特にパブリックコメントについては意見はなかったということなので

すけれども、保護者にはアンケートをとった。その中でどのような意見がまずあったのかとい

うことをお伺いしたいと思います。 

それと、民間活力ということで、できることは民間でとおっしゃっていましたけれども、白

老町には保育園は１カ所民営、民間のがございまして、また幼稚園も民間ございますけれども、

つまりどちらかにするかという考え方なのでしょうか、それとも新たなものとお考えなのでし

ょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  渡辺子ども課長。 



〇子ども課長（渡辺裕美君） それでは、保護者に対してのアンケート調査についての結果と

いいますか、それについてお話をさせていただきます。全体的な意見という考え方でいいます

と、アンケート自体につきましては基本的にはこの計画については進めていきたいというふう

に考えております。ただ、その中で進めていく中で、例えば統廃合であれば何か心配になるよ

うなことはないかとか、問題になるようなことはないかとか、そういうようなアンケートのと

り方をしておりますので、その計画自体について賛否は問うてはおりませんので、そこのとこ

ろはご了承いただきたいと思います。統廃合、それから民営化についてということで、それぞ

れ心配事がないか、またはこういうようなもので希望というようなものはないかと、その辺の

ところで意見を聞いております。 

統廃合については、やむを得ないという考え方をされていらっしゃる。絶対反対というよう

な意見というのは出てはいらっしゃいませんが、やはり送迎、それから子供がそういう新たな

保育園に行くに当たって適応ができるか、その辺のところは保護者の方として大変危惧をされ

ていると。そこのところは意見として出ておりました。また、地域との関係、当然学校になり

ますとまた自分が住んでいる学校に入学をするというところもありますので、やはり今まで地

域の方との交流、行事、学校とのいろいろな事業、そういうようなものについても継続をして

いただきたい、そういうような意見が出ております。 

また、民営化につきましては、ここにつきましては地域の説明会の中では出てきていなかっ

た意見として、町内にある、今白老町として考えている民間というのがどうしても２つという

ようなところがあるものですから、本当にそこのところでいうと、その２つの選択というのが

どうなのかというような意見があったり、またやっぱり地元にそういうような自分たちの町立

の保育園、今まで長く保育園とのかかわり合い、また子供も信頼してその保育園に通っている

というところからいうと、民営化というのはどうなのだろうかというような意見はいただいて

おります。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

          〔３番 西田祐子君登壇〕 

〇３番（西田祐子君） 次、３点目の小中学校の統廃合についてお伺いいたします。これにつ

きましては、前教育長が地域に出向いて保護者の方、また地域の方々にご説明をされ、そこの

中でいろいろな意見も出たと伺っておりますし、またそこに住んでいらっしゃる方々からもや

はりなぜ統合なのだという意見も伺いましたし、いや、ぜひ統合してほしいという意見も伺い

ました。私もちょっと何件かお子さん持っている方とか、地域の方々は、今迷っているという

のですか、どっちにしたらいいのだろうと、そういう感じでの声が非常に多かった。子供の教

育を考えると統合もやむなしかな、でも地域に子供たちが学校に通わない姿を見ると寂しいし、

そしてまた学校祭とかいろいろなことで地域と学校が触れてきた、だが学校祭にも行かれなく

なってしまう、どうしようとか、自分のどこどこさんのうちの子供がこんなことをやった、あ

んなことをやったというのが見えていたのに、それが全く見えなくなってしまう、それとはい



いのだろうかとか、また反対にこれでたくさんの人数になればバレー部もできるよ、野球もで

きるよ、サッカーもできるよ、いろんな団体スポーツができるよ、競争力もつくよ、そしてま

た対人関係もいろんな形でやっていけるのではないか、例えばいじめの問題１個にしても友達

Ａさんと仲悪くてもＢさんがいる、そういう関係もできてくる、そういう中で非常に迷いがあ

る、そういうふうに伺っております。しかしながら、私も一番そこの中で感じたのが、やはり

地域の方々が新しい学校に行ったときに、その地域の人たちも一緒に連れていけるような状況

をつくっているのかなと。行けるのかな、変な言い方ですけれども、本当に先ほど言いました

学校、中学校なら中学校の学校祭に虎杖浜の地域の人たちが萩野の中学校までこうやって来れ

るような環境とはなかなか難しいよな、そう思ったときに、やはりそこの地域の人たちも一緒

に、全員は行かれませんけれども、そのようなものもひとつ考えていかなければいけないのか

な。それがやっぱり地域と学校が、親と子供とみんながこうやって移っていく一つの環境づく

りを考えていらっしゃるかなということが１つです。 

 ２つ目に、教育長２カ月いらっしゃらなくて、なんだったのですけれども、21年度から始ま

ると言っていますけれども、実際にはどの程度スケジュールが進んでいるのかということです。

今現在どこまで進んでいらっしゃるのか、21年度から本当に間に合うのか、無理して21年度に

ぎりぎりセーフで入り、すべり込めるような、そういう状態になっているのか、それとも万全

の体制で21年度を迎えることができるのか、２つ目です。 

 ３つ目に、スクールバスなのです。私前にもこれと同じ質問しているのですけれども、スク

ールバス、やはり送迎するときに一体どういう条件で。財政の問題ありますので、やはりクラ

ブ活動やった後にスクールバスどうするのか、そういう問題あります。だから、それを１日に

何本くらい出せるのか、やはりその辺の財政面も考えたときに、実際に統合したときにどうな

るでしょうか。 

この３つちょっとお伺いしてみたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  １点目の地域の学校というのは、前から当然言われているのは、地

域のシンボルとして学校があるというようなことは前から当然言われていまして、今西田議員

さんが言われたこともそのとおりだなというふうに思います。ただ、いろんな意見があるとい

う中で、今言われた後段のほうが教育委員会で今回こういう計画を出した考え方の一つという

ことで、いわゆる少人数になって教育的なことを考えたときに子供たちがどうあるべきかとい

うのがやはり地域に行って説明している事柄でございます。お話あった地域の方々が例えば学

校祭に行けるかどうかというのも、やはり親を含めて、ＰＴＡを含めて、地域の方々が来ても

らえるような学校経営なり、学校の雰囲気なり、これは必要なのかなというふうに思います。

まだそれではどういうことよということは具体的にはありませんけれども、やはりそういう例

えば白老の方であれば白老の地域の方、あるいは社台の地域の方が白老中学校に来られるよう

に、統合しても他の地域からも当然来られるというようになれば、いい方向にいけるのかなと

いうふうに思っています。 



 それから、２点目のスケジュールの問題ですけれども、確かに２カ月間教育長不在の期間と

いいますか、そういう期間がありました。私も行きまして、スケジュール等々を確認させても

らいましたけれども、お話し合いをしている検討委員会、あるいは地域に入りまして協議させ

ている中では、言葉は悪いですけれども、こちらのほうのスケジュールどおりなかなか進まな

い。いわゆる十分に話し合って、納得いただいて、協議を、議論を尽くさなければだめだとい

うふうに思っていますので、こちらのほうの当初のスケジュールどおりすべてがいくというふ

うには思っていませんし、現実の問題として若干当初のスケジュールからずれているというよ

うなことは実態です。ただ、思いとしては先ほどのお話しのとおり、自分が言ったとおり十分

話し合って、やはり地域の大きな問題でございますので、十分に話し合っていきたいというふ

うに思っています。 

 それから、スクールバスのほうは、これも資料等々で説明していますけれども、もし具体的

に説明が不足でしたら担当課長から説明させますけれども、登校については１回、それから下

校については２回ということで、終業時に１回と、それから部活の終了後に１回というような

ことで、試案としてはそういう形で説明しております。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

          〔３番 西田祐子君登壇〕 

〇３番（西田祐子君） スケジュールが思いどおりに進んでいないということなのですけれど

も、私は基本的に根気よくというのですか、粘り強く話し合いをして、そこの中でやはりやっ

ていっていただければと思うのです。環境が変わるということに対して、どんな人でもやはり

戸惑いと不安はあると思うのです。やはり相手に変わってくれではなくて、こちらが変われる

ようなふうに持っていくというのですか、相手が、ああ、そうかと変われるタイミングまで待

つというのは、もしかしたらあしたかもしれないし、１年後かもしれないですけれども、そう

いうもっと地域住民とたくさん話し合って、そして何とか進めていっていただければと思って

おります。 

それと、小学校の統廃合につきましては中学校の適正配置の後、一定の結論が出た後となっ

ておりますけれども、これ白老小学校の校舎が老朽化していると以前から随分言っておりまし

たけれども、私もそう思っておりますが、実際白老小学校は耐震は大丈夫なのでしょうか。そ

のことが一番心配なのですけれども、いかがでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  前段のたくさん話し合ってというのはそのとおりで、私も先ほどか

ら言っていますけれども、私が就任してまだ会合は開いていませんけれども、十分今までの状

況を押さえた中で自分も積極的に話し合っていきたいというふうに思っています。 

 それと、２点目については担当課長からお答えさせます。 

〇議長（堀部登志雄君）  本間学校教育課長。 

〇学校教育課長（本間勝治君）  ２点目の小学校の統廃合の関係に絡みまして、白老小学校の



耐震化の関係でございます。旧の建築基準の関係での建築年次でございます。簡単に申し上げ

ますと、震度５までの地震には耐えられる制度設計になっているというようなことで、その後

今の耐震化の基準が変わりましたけれども、旧の当然校舎でございますから、先ほど申し上げ

ましたとおり結論的には今言えるのは、震度５までであれば、例えば壁のひび割れだとか、そ

ういうことはあろうと、ただし倒壊までには至らないだろうというようなレベルの状況でござ

います。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

          〔３番 西田祐子君登壇〕 

〇３番（西田祐子君） 済みません、震度５までということでしたら、町長の公約で町民の安

心、安全と言っておりますけれども、これと随分かけ離れているのですけれども、その辺はど

のように考えられて、これ中学校の適正配置後に一定の結論が出た後と言うのでしょうか。私

は、小学校の統廃合を先にしてほしいというふうにずっと主張してまいりました。やはり学校

の耐震が一番心配だったものですから、ずっとそれを求めてきたのですけれども、私はちょっ

とこの辺に対しては非常に不満を感じておりますけれども、いかがでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  本間学校教育課長。 

〇学校教育課長（本間勝治君）  いろんな考え方がございますと思いますけれども、過去に小

学校の適正配置についてもいろいろ議論もありました。その中で先ほど教育長からもお答えし

ていますとおり平成10年１月に適正配置の基本計画が策定され、その中で中学校を先行してと

いうことで、今中学校を先行してさせていただいているところでございます。確かに白老小学

校につきましては、早急に何らかの手を打たなくてはいけないという危機感は我々も持ってご

ざいますけれども、そういったことも含めて、今後内部協議も含めていきたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

          〔３番 西田祐子君登壇〕 

〇３番（西田祐子君） 私は、小学校の統廃合はどうでもいいのです。問題なのは、やはり白

老小学校が震度５以上の地震が来た場合に危ないでしょう。そうしたら、そういう考え方から

統廃合という問題が私は出たのではないかなというふうに理解しておりました。ですから、旧

建築基準法でですか、震度５までなら大丈夫。この白老小学校を放置、なぜしているのか。こ

れからやりたい、やりたいとはおっしゃっていますけれども、全然進んでおりませんけれども、

私はむしろこれは町長のほうにお伺いしてみたいなと思っておりますけれども、いかがでしょ

うか。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 今回の中学校を先行するということについては、教育委員会、教育委

員さんのほうと、そして議会にも一定の説明をして、それで中学校を先行するということで今



取り進めてきております。ですから、財政が許せば、本当に議員の言うとおり中学校も小学校

も急ぐべきという考え方でございますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

          〔３番 西田祐子君登壇〕 

〇３番（西田祐子君） 小中学校の統廃合についてはここまでにいたしますけれども、特に白

老小学校につきましては何とか安全な学校をつくっていただきたいな、そのために私はただい

ま不満を感じているということだけ述べておきます。 

 次に、４点目の幼児教育についてであります。ここの幼児教育の中で、子育てのサポートシ

ステムというのを今つくって、やられております。民間団体に委託してやっておりますけれど

も、ここのところで今始まったばかりなのですけれども、そこで卒園したような子供たち、変

な言い方ですけれども、保育園に行くとか、幼稚園に行くとか、やはり成長していきます。で

も、せっかくそこででき上がった人等、応援してくださった方々とか、やっぱり仲間とか、い

ろいろあります。組織ができてきます、簡単なグループみたいなものが。私は、こういうもの

をやっぱり継続していくべきではないかなと思うのです。幼児教育の中で一番最初にでき上が

った友達関係を無理やり継続せいという考え方ではないのですけれども、子供たちの成長に合

わせてせっかくできたものなのですから、そこでぶつっと終わってしまうのではなくて、やは

りそのまま何か続けていく方法があってもいいのではないかなというふうに思っているわけな

のですけれども。だから、幼稚園に行ったりとか、保育所に行ったりとか、子供たちはばらば

らになってはいきますけれども、次のところの質問の家庭教育のところにもつながってくるの

ですけれども、家庭教育の原点がやはりここの小さいお子さんを連れたお母さん方の一つの勉

強会みたいな形になります、そこの場所に行っていること自体が。そうすることがつまり保育

園に行っても、幼稚園に行っても、小学校に行っても、中学校に行っても、そういう仲間づく

りみたいな、そういうようなものをこうやって継続していく形をしていかないと、家庭教育を

幾ら頑張ります、やりますといったって、講演会やったって、人が集まるわけではない。学校

に来て、だれか行って講師したからといったって、そこに集まってくるお母さんたちは問題の

ない親ばかりで、問題のある親は出てこない。それでは、ちっとも進んでいかないのではない

かな。せめて一番最初にここにせっかくできたものがあるのであれば、これを継続していって

はいかがかなと思っているのですけれども、どうなのでしょうか。そういうお考えはあるでし

ょうか、それともそれだけでぶっつり終わってしまうのでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  渡辺子ども課長。 

〇子ども課長（渡辺裕美君） 今のお話は、１つは萩野にあります子育て支援センター、それ

とことしの４月にできましたすくすく３・９、そこの２カ所のお話かというふうに思います。

今議員のお話しのとおり、考え方としては、まず子育てをするに保護者と、それからお子さん

が集まってきた核になる部分、そこを核としてもう少し広がりを持たせながら、継続的にそう

いう子育てについての勉強会ができたりとか、それからいろんな形で支援ができる、そういう

ようなシステムがとれないかということでよろしいでしょうか。 



          〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

〇子ども課長（渡辺裕美君） 今特に白老の場合には、ＮＰＯさんの協力をいただいて、でき

上がったばかりではありますが、実際にそこのところでは年齢の高いＮＰＯさんのボランティ

アの方々も含めて、いろいろな子育ての形をご支援してくださっています。年齢的には、一応

ゼロから３歳ぐらいまでのお子さんをということでスタートはさせていただいていますが、例

えばきょうだいで集まってくるということもありますし、それからそこのＮＰＯさんの事業と

して皆さんで触れ合いの場をつくるというような形であったりとか、ほかの方においでいただ

いて、ちょっとした交流をできる場というようなものは現在も持っております。これからの考

え方としてということなのですが、今議員のほうからもお話しいただきましたが、そういうよ

うなものが継続的にでき上がっていけば、本当に困ったときとか、それから何かのときにそこ

に集まってきて、みんなでまた家庭教育の学習ができたりというようなことが、こちらとして

もそれは望みたいところであるというふうに考えておりますので、これから、今の段階ではそ

れができ上がっている状況ではありませんので、今後検討をさせていただければというふうに

思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

          〔３番 西田祐子君登壇〕 

〇３番（西田祐子君） たとえゼロ歳から始まりましても、10年たったら10歳になりますし、

20年たったら20歳になってしまうわけですから、毎年こうやって繰り返していくことが結局は

家庭教育力を高めていくのではないかなと思っておりますので、ぜひ考えてみていただきたい

と思います。 

 ５番目に、家庭教育についてでありますけれども、最後のほうに地域社会全体で支援してい

く取り組みを積極的に進めてまいりたいというふうにおっしゃっていましたけれども、この地

域社会全体という考え方の中で具体的にどんなことを考えられていらっしゃるでしょうか。例

えば私なんかでしたら、町内会でよく何か災害のときのためのお年寄りなんか、Ａさんという

方に対して二、三軒の人たちが何かのときに助けに行くとか何かと、そういうシステムありま

す。それに近いことをやるのか、何をやるのかわからないのですけれども、今各町内会では子

供会もどんどんなくなってきています。スポーツクラブとか、そういうのはいろいろあるので

すけれども、実際に子供会自体もなくなってきていて、自分の町内に何という名前の子供がい

るのかもよくわからないというのが現実なのです。子供は３年たったら顔がわからなくなって

しまう、成長してしまって。その中で地域全体で支援していく取り組みというのは、具体的に

どんなことをおっしゃっているのでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  渡辺子ども課長。 

〇子ども課長（渡辺裕美君） この地域全体でという考え方の中には、１つは今家庭教育の講

演の中で高齢者を対象とした孫育てみたいな、そういうようなお話を高齢者大学の講座なんか

で一緒にさせていただいて、孫を育てていく。皆さんも高齢になりますと、ある程度小さいお

子さんというのはお孫さんぐらいになりますよね。そういうお孫さんを育てていくときの学習



みたいな、そういうものを１つしております。 

それと、もう一つは以前から言われておりますが、３世代交流といいますか、地域にいらっ

しゃる高齢の方と、現在各保育園ではいろいろな機会にその高齢の方との交流というのを進め

ております。なかなか今ご自分の家庭の中に、保育園の子供でしたら、高齢の方がなかなかい

らっしゃらない家庭が多くなってきております。でも、昔のように自然に……本来は、自然に

３世代一緒になっていて、おじいちゃん、おばあちゃんもその子育てにかかわって、いろんな

機会にお話をしたりとか、一緒に遊んだりとかというようなこと。今はなかなかそれができな

い時代になってきているものですから、そういうものを保育園などでできるだけ機会を設けて

高齢者との交流。それから、町内にあります高齢者の方がいろんなところに、施設に入られて

いる。そういうようなところへ逆に保育園がお邪魔をして、そこの中で交流をすることで少し

ずつお互いの……今はまだまだ本当になかなか心を通じ合えるというところまではいかないの

ですが、身近にそういう高齢の方がいらっしゃる、そこの中で子供たちも心を開いていく、ま

たは地域の高齢の方もそういう保育園なんかを通して子供たちの様子を理解していただいて、

いろんな地域の中で事業があったり、保育園の子供たちが出かけていったときに声をかけてい

ただいて、お話ができて、そういうようなので今少しずつ高齢者も含めた地域の中で広がって

きているというところまで今ちょっときてはいます。それが将来的には家庭教育という、そこ

のところまで結びつけられればというふうに思っております。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

          〔３番 西田祐子君登壇〕 

〇３番（西田祐子君） 今のは、集団での地域社会、老人ホームとか、そういうところなんか

も含めておっしゃっているのではないかなと思うのですけれども、私のイメージする地域社会

というのは町内会でありまして、お隣のうちのおじいちゃん、おばあちゃんとやはり触れ合う、

悪いことしたときにしかってくれるおじいちゃん、おばあちゃん、一人で寂しくているときに

話し相手になってくれるおじいちゃん、おばあちゃん、そういうものも私はぜひ考えていただ

ければ、ありがたいなと思うのです。なぜかといいますと、やはりだんだん大きくなってきま

すと、小学校、中学校、高校といくわけですけれども、大体中学生くらいになってくると、い

ろいろ悪いことしたりとか、いろいろな問題あります。そういうときに、はっきり言って中学

生にもなったら、体は大きくなるし、知らない子をしかれないです。怖いです。先般もちょっ

とある事件がありまして、そのときにたまたま捕まえたと、中学生を。そうしたら、後から学

校関係の先生からしかられました。私が捕まえたのを知っている方が男の方だったのですけれ

ども、捕まえたという話をしましたら、何でそんなことをしたのですかと、もしもそちらの子

供が棒でも何か持ってたたきに来たりとか何かされたら大変でしたよ、そういうときは余計な

ことしないで警察に言ってくださいと言われたのです。本当にそうなのです。知らない子だっ

たら、子供はやってしまいます、自分が捕まる、何かされると思ったときに。でも、ちっちゃ

いときから知っていると、しかれるのです。やはりそういう環境もぜひひとつ考えてみていた

だければと思います。これについては、ご検討していただきたい、前向きにと思っていますの



で、答弁は結構です。 

 ６番目の初等教育、中等教育についてお伺いいたします。ここのところで、先般ちょっと白

老中学校が学びの場をサポートする総合教育誌とか、中等教育資料なんかでこういうふうにＴ

Ｔとか、そういうようなもので紹介されているものがこうやってありまして、教育委員会のほ

うから習熟度別学習とかの、こういうようなものがあるというふうに何度か説明を受けていた

のですけれども、実際にこれをやっての成果というものは見えていらっしゃるのか。また、こ

れたしか白老町で独自に予算を組んでやられていますよね。たしか２人体制だったのが１人に

人数減ったのかしら。何かそうだったと思うのですけれども、それを今後とも続けていくのか、

また拡大していくお考えはないのか、その辺はいかがなのでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  本間学校教育課長。 

〇学校教育課長（本間勝治君）  お答えいたします。 

先ほどの前田議員の質問の中でもお答えしておりますけれども、道の学力向上対策事業とい

うことで、習熟度について指導方法の工夫、改善ということで、習熟度別授業ということで教

員の加配をいただいております。そのようなことで取り組んでいるところでございますけれど

も、今後もそのような強い要請は道教委のほうにしていきたいと思っておりますし、学力向上

対策事業につきましても今後引き続き本庁のほうに採択していただけるように要請していこう

というふうに考えてございます。 

それと、もう一点はそのことによって学力の向上につながっているのかということでござい

ますけれども、私どものとらえでは以前よりはそういう習熟度別で受ける子供たちがやはりや

る気を持って、それと同時に教職員もそのことによって力を入れているというふうに理解して

おります。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

          〔３番 西田祐子君登壇〕 

〇３番（西田祐子君） 前田議員の質問のときも同じような答弁だったのですけれども、私も

同じことをわざわざ言いましたのは、たしか２年、３年になってからのなのです、習熟度別は。

１年生のときは、たしかＴＴというやつでやっているはずなのです。それで、私はやはり１年

生のときからやるべきではないかなと思ってはいるのです。小学校１年生から６年生までの間

に既に学力の差がかなりあるわけです。中学校になったときには既に掛け算の九九もできない

子もいるという現状もありますし、そういうことを考えたときに果たして２年間だけで間に合

うのかな。せめて１年生のときはそのくらいＴＴで、２年、３年になったらという形なのでし

ょうけれども、私は白老町が先ほど前田議員の、同僚議員の質問のときにもやはり学力テスト

で全道平均よりかちょっと下回っていると言っていますので、せめて白老町の予算を使ってで

もこの辺にはぜひお金をかけていただけたらありがたいな、そういう思いで質問しましたけれ

ども、もう一度ご答弁願います。 

〇議長（堀部登志雄君）  本間学校教育課長。 



〇学校教育課長（本間勝治君）  予算の件につきましては教育長のほうからも先ほどお話しし

ておりまして、西田議員言われるように財政状況のこともございますけれども、そのような方

向で考えてはいきたいとは思いますが、なるべくそういう財政状況も踏まえて、道教委のほう

からのそういう事業で、事業を採択して、活用できるものはそちらのほうを優先して活用して

いきたいというふうに思いますし、また１年生からというようなお話でございますけれども、

これについても今後教育委員会内部、または学校のほうとも協議をしながら、検討していきた

いというふうに考えてございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

          〔３番 西田祐子君登壇〕 

〇３番（西田祐子君） ぜひ白老町としても、道教委のほうから予算が足りなかったら、白老

町でも何とか予算を組んででもやっていただければと強く願っております。 

 次、７番目のいじめ問題についてお伺いいたしたいと思います。ここのところでちょっとい

じめのことについてかどうかよくわからないのですけれども、人権教育みたいなものを何か学

校のほうでやっていらっしゃったというふうに伺ったのですけれども、もしわかりましたらそ

の内容とか、そういうようなこと、保護司会だと思うのですけれども、お願いします。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  申しわけないです。状況わからないで答えます、押さえている範囲

で。保護司会のほうで、いわゆる人権問題で、いじめのことを含めて保護司会のほうで各学校

に行って、生徒たちとお話をする、講演をするというような事業を展開していることだという

ふうに理解しています。 

          〔「その内容については全然わかんない、把握していないの」と 

          呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  目時副町長。 

〇副町長（目時廣行君）  以前学校教育課長という立場で、中学校を何年かしまして、そして

小学校についても子供たちに対して、いじめというのはどういうものなのか、そういった内容

について保護司の方と子供たちが話し合いをしたり、それから寸劇をしたり、学校によって違

うのですが、大規模校では寸劇をやったり、あるいは小規模校では子供たちと話し合ったり、

いろんなパターンでやってきております。また、ことしこれは緑丘小学校ですが、人権擁護委

員の方がこのいじめの関係に関する講座を持ってやってきております。人権擁護委員にしても、

保護司会にしても年次計画を持っておりまして、学校のほうと打ち合わせをして、何年生を担

当するとか、そういうような関係で最近そういう学校のほうと打ち合わせをしながら、子供た

ちと交流を持ってきております。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

          〔３番 西田祐子君登壇〕 



〇３番（西田祐子君） どうもありがとうございます。済みません、それで何か成果とかは上

がっているでしょうか。そして、何か私はそれを継続して、ぜひ全校的にやったほうがいいの

ではないかなというお話もちらっと聞いていたものですから、その辺はいかがなのかしらと思

いまして。 

〇議長（堀部登志雄君）  目時副町長。 

〇副町長（目時廣行君）  成果は、まだ年数的にはそんなに続けておりませんので。ただ、子

供たちが先生以外の方といじめ問題についていろいろ交流することによって、いじめについて

真剣になって考えていくと、こういうことはやっぱり成果になっているというふうに思ってい

ます。また、保護司会にしても、人権擁護委員にしても今後継続していきたい、このような考

えをお聞きしております。 

〇議長（堀部登志雄君）  よろしいですか。 

３番、西田祐子議員。 

          〔３番 西田祐子君登壇〕 

〇３番（西田祐子君） ぜひこれからも積極的にやっていただければと思っております。 

そして、ここの中から次にメール問題についてなのですけれども、メール問題とか、こうい

うサイトに対しての、今国のほうでは禁止サイトをちゃんと親に理解してもらって、そういう

ことをやるべきだというふうに提言しておりますけれども、白老としてはそういうようなもの

をきちっと保護者の方々に指導するというのも変な言い方なのですけれども、義務づけるとい

うか、そこまで考えていらっしゃるのかどうなのでしょう。いかがなのですか。以前にもたし

か青少年大会ですか、去年でしたか、メールのことについて子供たちとのディスカッションと

いうのですか、そういうような討論の場なんかを持っていましたけれども、その後それについ

てどのように具体的に対策を講じられているのか。 

〇議長（堀部登志雄君）  本間学校教育課長。 

〇学校教育課長（本間勝治君）  最初に教育長のほうからご答弁申し上げましたとおりでござ

いますけれども、保護者に対しては啓発などを流しているということで、また児童生徒に対し

ても各学校で講演会を実施して、そういうメール問題についての周知といいますか、そういう

ことをやっていると。大変申しわけございませんけれども、その結果どういう形になっている

かというところまで今私のほうでは押さえてございません。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

          〔３番 西田祐子君登壇〕 

〇３番（西田祐子君） これせっかく教育委員会主催でやったものですから、やはりきちっと

最後まで責任持って、このことについて結果を出すべきだと私は思います。やはりただ親たち

にこういうことですよと促すだけだったら、何のためにあれやったのかなと、正直言いまして。

わざわざあそこまで子供たちを集めて、討論して、やったのであれば、やはり教育委員会とし

てもきちっとした姿勢を示す。それによっていじめというものを、こういうものを根絶してい



くのだという強い姿勢を親に示さないと、こういうようなことを自由にさせている親というの

は、はっきり言いまして放任主義と自由主義を履き違えている親が多いものですから、その辺

は学校側に任せるとか、先生方の対応に任せるのではなく、やはり教育委員会がきちっとした

指導のもとで行う。やはりそうしないと、このいじめの問題というのは常に先生方ばかりが負

担を負うわけです。教育委員会がそうではないと、やはり教育委員会ができるところはきちっ

とやるのだと、そして現場の先生方にお任せするところはお任せする、そういうふうな役割分

担をしていかないと、先生方個人個人だけに負担させてしまってはいい問題ではないと私は思

っておりますけれども、いかがでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  今後段のお話しのとおりいわゆる役割分担といいますか、教育委員

会がすべきことと学校現場のほうが指導をすること、これは明確に分けてやったほうが効果的

に上がるものはそういうふうにしていきたいと。今個々具体的には持ち合わせてはおりません

けれども、いわゆる学校長を含めて、生徒指導の中で、子供に特に接する学校現場で指導が効

果的であるというものについては学校のほうでやっていただくと。それから、いわゆる白老町

全体の教育という視点で、先ほどの提言ではございませんけれども、こういうような視点で指

導してくださいよというような指導強化といいますか、その提言というものは教育委員会でや

るというふうな、そういうふうに役割分担はしていきたいというふうに思っています。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

          〔３番 西田祐子君登壇〕 

〇３番（西田祐子君） 最後のところの読書活動についてでありますけれども、17年度から始

まり、今年度から２カ年事業ということで、私は非常にこれを期待しております。また、新聞

にも道のほうで、読書活動啓発についても道が行うというふうにも報道されております。私は、

学校図書館というのはもっともっといろいろな本がたくさんあるべきだ。なぜかというと、子

供たちにとっては学校の図書、本というのは宝物の山なのです。わくわく、どきどきする場所

が図書館ではないかなと思っております。それで、最後にこの質問をわざわざ入れさせていた

だきましたのは、やはり教育長は以前は図書館のほうについてでも大変詳しいと思いますので、

学校図書館の整備充実を図り、児童生徒の読書機会の普及拡大に努めるとおっしゃっておりま

すので、具体的にどんなことをお考えなのか。具体的でなくても結構ですけれども、もしこん

なことがあったらいいなと思うようなものがありましたら、ぜひお伺いさせてください。 

〇議長（堀部登志雄君）  本間学校教育課長。 

〇学校教育課長（本間勝治君）  私のほうから先に、ちょっと数値的なことをお話し申し上げ

ます。教育長が最初にご答弁申し上げましたとおり、平成17年度から学校図書館司書を配置し

て、今年度から文科省の事業を受けて２カ年事業ということで、支援スタッフを３名配置して、

計４名で今学校図書館の整備充実を図っているところでございます。ちなみに、数値なことで

申し上げますと、平成19年度の上半期の図書貸し出し数をお話し申し上げますと、小学校につ

いては全体で１万3,000冊強で、１人当たり13.2冊ほど子供たちが借りていると、学校図書館の



中で。ちなみに、前年、18年度の上半期と比較いたしますと、18年度上半期ではトータルで

7,700冊ほど、１人当たり7.5冊と。中学校につきましては微増という形ですけれども、19年度

の上半期で約1,100冊ほど、１人当たり2.2冊、前年同期での上半期でありますと約1,000冊、１

人当たり2.0冊ということで、確かにこのことによって学校図書館の児童生徒の活用状況は向上

しているのかなというふうに押さえております。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  私が社会教育課長、今のお話ですけれども、４年前ということで、

その後の状況がどの程度変わったのかちょっと押さえていない中でお話ししますけれども、当

時からやはり学校図書館というものの整備というものが課題でありまして、今回このとおり

17年度から配置して、いわゆる学校図書館の図書を児童、子供たちが借りやすく体制を整えよ

うということで整備しています。そのときからいわゆる町立の図書館と連携した中で、子供た

ちの読書活動、読書力を上げましょうというような考えの中で整備させてもらっております。

私がいた当時も町立図書館のほうは、児童生徒の図書の借りる冊数というのですか、それは非

常に高いと、それから蔵書の割合も児童生徒のほうの図書の割合が高いというようなことで、

いわゆる児童生徒は比較的読んでもらえているのかなというような感じはしていました。繰り

返しますけれども、その当時から学校図書室の、図書館の整備がされていなかったというよう

なことで、より効果的に借りれる状況をつくりたいというようなことで今回整備をしておりま

す。 

それから、いわゆる議員さんの質問の中にもありましたけれども、読書をする機会づくりと

いいますか、そういうものは非常に大切だというふうに思っていますし、各学校も始業時の前

に15分ほど読書の時間を設けてやっているというようなことで、子供のそういう機会づくりと

いうのは非常に必要なのかなというふうに思っています。裏づけとしましては、先ほどのちょ

っと学テの話に戻りますけれども、いわゆる読書をするといいますか、本を読んでいる子供た

ちの正答率が読まない子よりも高いということは、それだけやはり字に親しむといいますか、

そういうようなことでの成果は出ているのかなというふうに思っています。それと、それもも

う一つ裏づけることとしては、先般新聞に出ていましたけれども、大手の書店で調査した調査

物の中で、いわゆる教師にアンケート調査した中で、９割の教師がいわゆる子供たちの国語力

が低下しているというふうに見ています。その中の原因としては、本を読まなくなったこと、

それから間違った文法や言葉遣いがはやっていること、それからいわゆる辞書を引かなくなっ

たこと、それらが大きな要因かなというふうなことを言われております。活字離れと言われて

いる中で、やはりそういう読書を含めた中で本を読んでもらうというようなことは、これから

も授業の中でも、学校の中でも、あるいは町立図書館の活動の中でも広めていきたいというふ

うに思っています 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 



          〔３番 西田祐子君登壇〕 

〇３番（西田祐子君） ぜひ読書活動を強力に進めていただければなと思っています。ある教

育雑誌で、雑誌ではないですけれども、本で、小中学校の教科で一番大切だと思う教科を１つ

挙げなさいというアンケートというか、そういうことをしたら、ほとんどの人が国語と言いな

がら、実際には国語を意外とできていない。国語力をつけるというのは、やはり本を読むしか

ない。本を読むことによって数学もできるようになるし、理科も社会も理解できるようになる

わけですから、私は教育長にはぜひ図書館をうんとフル活用して、子供たちを相手の心も読め

るようなすばらしい大人にしていただければと思います。 

 次、２番目の質問に移らせていただきます。町長の所信表明から、10月３日の前教育長退任

後約２カ月間教育長が不在でした。教育行政は小中学校統廃合、保育園統合、いじめ問題、学

力テストなど山積する課題がありながら、新教育長の選任がおくれた理由は何か。 

また、町長は、教育行政に２カ月間の空白ができたことについてどのように思っていらっし

ゃいますでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

          〔町長 飴谷長藏君登壇〕 

〇町長（飴谷長藏君） 初めに、教育長の不在期間が約２カ月になりましたことにつきまして、

議会並びに教育関係機関に大変なご迷惑、ご心配をおかけしましたことを深くおわび申し上げ

ます。後任人事を速やかに選任すべきではありましたが、選任者である町長の選挙が控えてい

たことから、選挙後に選任することが妥当であると考え、さらには選挙後副町長の任期満了と

重なり、副町長と教育長の選任を一体に考えなければならなかったことなどから、時間を要し

たところであります。 

このことにより教育行政に２カ月間の空白ができ、懸案事項の取り扱いに若干のおくれはあ

りますが、今後新教育長のもと積極的に業務を進めてもらえるものと確信しておりますので、

ご理解願います。 

 以上であります。 

                                         

    ◎会議時間の延長 

〇議長（堀部登志雄君）  ここであらかじめ宣告いたします。 

本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめこれを延長いたしたいと思います。 

                                         

    ◎一般質問の続行 

〇議長（堀部登志雄君）  では、どうぞ。 

 ３番、西田祐子議員。 

          〔３番 西田祐子君登壇〕 

〇３番（西田祐子君） 町長は今回、前回も少し述べていらっしゃいましたけれども、選挙が

あったのでというふうにおっしゃっておりましたけれども、実際には教育長の任期というのは



何年何月何日に任期が満了するというのをわかっていらっしゃったはずだと思います。副町長

の任期もいつ満期になるかわかっていらっしゃったはずだと思います。ご自分が選挙に出る、

出ないにかかわらず、選挙後当選されたならば、速やかに選任されなければならないというこ

ともおわかりになっていたはずです。それを一体に考えなければならないことから時間を要し

たというのは、私は非常におかしいのではないかなと感じております、正直申し上げまして。

最初からわかっていたのですから。だったら、町長の構想の中には、教育長はなかったのでし

ょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 今ご説明申し上げましたとおり例えば選挙を控えた町長が新しい教育

長を選任すると。その町長が受かればいいですけれども、受からなかった場合、やはりその首

長、首長の思いなり、考え方があるわけです。ですから、まずは副町長、町長の選挙が終わっ

てからと。要するに我々は副町長含めて、教育長も一心同体だと思っています。そのこともあ

って、まず教育長の選任がおくれたということで、ですからおくれたことについては本当に大

変申しわけなかったと思っていますが、教育長をどうでもいいとか、そういうふうに考えたわ

けでなくて、一心同体である教育長が、やはり町長、選任した人がいなくなったときには、こ

れはまた大変やりにくくなるのではないかなと思うのです。ですから、この際に私もあらかじ

め議会のほうにも、町民の皆さんに申しわけないなと思いましたけれども、だれかがこういう

ことをきちっと直さなければ、次の人もまた大変なことになりますので、私はあえて皆さんに

おしかりと、町民に迷惑かけるなということもわかっていましたけれども、やらせていただい

たと。まず、教育長についてはそういうことでございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

          〔３番 西田祐子君登壇〕 

〇３番（西田祐子君） 今町長は申しわけなかったとおっしゃいましたけれども、まずだれに

申しわけなかったのかということを１つお伺いします。 

 ２つ目に…… 

          〔「町民」と呼ぶ者あり〕 

〇３番（西田祐子君） 町民だけですか。 

          〔「町民の皆さんに……」と呼ぶ者あり〕 

〇３番（西田祐子君） そうではないと思います、町長。私は、謝らなければならないのは、

やっぱり教育行政の中で一番最初に謝らなければならないのは子供だと思います。私は、そう

いうふうに感じているのですけれども、しかしながら教育長は副町長と一緒のものであるとい

うふうに町長おっしゃいましたけれども、前教育長がやめるときに、事前にやはりやめられる

なら、やめられるということをもうちょっと詳しく説明してくださってもよかったのではない

かしら。空白期間ができたのならできる、そういうことももうちょっときちっと説明してほし

かったな、そういうことを私申し上げているのです。実際にいつになったら選任されるのだろ

う、全然わからない状態で２カ月間いた。これはちょっと無責任ではないかなと私自身感じて



おります。ですから、今回あえて町長がされたとおっしゃるのでしたら、もうちょっと事前に

丁寧に説明してほしかった。それが実際に町民の人たちに理解をいただけますし、不安も抱か

せなかったのではないかなと思っております。いかがでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 全町民に対して今議員が言われたような言い方をすればよかったと思

いますが、私も事前に実は教育委員長のほうにもお話ししました。だれかどんな形かで首長か

わるわけです。これは、やっぱり首長の教育に対する思いだとか、教育政策があります。その

人と選任者とが別々というのは、非常に私はまずいことになるのかなと実は思いました。何回

も申し上げますが、一心同体という考え方からいうと、やはりこの際本当に町民と子供に、そ

して教育委員会に、本当に教職員には迷惑かけましたが、これは何とか理解してもらいたいと。

だれかがこういう形でやらないと、いずれはこういうことにしなければならなかったと思いま

す。今回あえてさせていただいたということでございますので、空白があったことについて本

当にご迷惑とご心配をかけたなということについては深くおわび申し上げます。 

 以上です。 

〇３番（西田祐子君） 以上で終わります。 

〇議長（堀部登志雄君）  以上で３番、西田祐子議員の一般質問を終わります。 

 


