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第 4 回 鷹栖町議会定例会  

 

 一  般  質  問 
 

質問方式：一問一答方式 制限時間：45 分間 

 

尚、一部言葉使いなどに校正箇所があります 
 

質問要旨：行財政改革の取組みと教育行政の課題について 
 

行財政改革の取組みと教育行政の課題についてお伺います。 

人口減尐・尐子高齢化の進行、さらには新型コロナウイルス感染症などの影響により、

地方行政を取り巻く環境が急速に厳しさを増しております。 

未来に向け活力あるまちづくりを進めるには、従来の枠組みにとらわれない斬新で未来

志向の発想の下、財政の健全化をはじめ行政全般のイノベーションを積極的に推進するこ

とが、今後の行政運営には必要不可欠であると考えております。 

将来へつながる行財政改革の取組みについてお伺いをいたします。 

 

財政改革について 

地方公共団体の健全な財政運営を確保するための財源として、経済情勢の変動等による

減収、緊急災害や突発的な予期せぬ支出への備え、更には、緊急性の高い大規模な建設事

業の建設などに充てることを目的として、財政調整基金を積立てていく必要があると考え

ております。 

現在の不安定な社会経済と将来状況を鑑みると、本町として一定の財源をしっかりと確

保することが重要であると考えますが、町長の考えを伺います。 

 

答弁、谷町長 

それでは、青野議員の御質問にお答えいたします。 

財政調整基金の積立目標額については地方財政の規定によると、経済事情の著しい変化

等により財源不足が生じた場合に当該不足額を埋めるため。 

また、災害により生じた経費の財源。 

更に、災害により生じた減収を埋めるためのものと整理できます。 

財政調整基金の積立額は、経済事情や災害対策のために必要となる額など、想定すべき

状況や規模についても大きく異なるため、適正額を明らかにすることは簡単ではありませ

んが、一般的に標準財政規模の 10％から 20％が適正と言われています。 

総務省が平成 29 年度に行った全国調査でも、財政調整基金の積立ての考え方として、標

準財政規模の一定割合と回答した市町村のうち、５％強から 20％とする回答が最も多い結

果となっており、令和元年度末における本町の財政調整基金残高は５億 2,252 万円で、標

準財政規模に対する割合は 16.2％となっておりますので、今後も、標準財政規模の 15％前

後を目標として、財政運営に努めたいと考えてございます。 
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青野 敏 
ただいま町長から基本的な考えをお伺いいたしました。 

この積立ての額というのは先ほど町長がおっしゃったように、全国平均で 15％から

20％が多いようですね。 

最初に、財政調整基金は余ったお金を積み立てるという考え方があるようですけれども、

本町としての考え方として財政調整基金をどのような形で積立てていく考えでいらっしゃ

るのか。 

令和元年では５億 2,000 万円程度の財政調整基金がございます。 

ここ数年間、財政調整基金に積み立てている金額は尐額ですね。 

財政調整基金を段階的に積立てていく計画をするのかどうなのか、まずこの点から伺い

ます。 

 

谷 町長 

これについては計画的というのではなく、行財政改革をしながら確りとその予算を適正

執行しながら、計画的というわけではありませんけれども、今までどおり残ったものを確

実に積立てていくという考え方を持ってございます。 

結果として、この標準財政規模の 15％前後が適正だというふうに考えてございますので、

有事の際や災害があった際の備えとして、準備をしていくというような基本的な考え方を

持ってございます。 

 

青野 敏 

財源に余裕がある年度に積立てるとの、町長の考えもお伺いをさせていただきました。 

財政調整基金は貯金ですから、毎年計画的にいくらまで積み立てるかの目標が必要では

ないでしょうか。 

鷹栖町では平均金額で 30～32 億円ぐらいが標準財政規模の数字ですから、先ほど町長

がおっしゃった４億 5,000 万円から上ということになるのでしょう。 

５億 2,000 万円あれば目標額を達成しているよと言う事でしょうけれども、私は多く積

立てて悪いということはないと思います。 

この数年間を見れば積立金額というのは、約 400 万円位であとは利息等です。 

毎年の計画をしっかり立てていかないと、何かあったときに早急に事業を行わなくては

ならないときに間に合わないのかなと思います。 

その辺の考えどうでしょうか。 

更に、今年の予算は執行中ですからまだはっきりは言えませんけれども、今年度予定で

は３億 8,000 万円位まで落ちる予定ですね。 

この事についても考え方を伺います。 

 

谷町長 

財調の基金なのですけれども、適当な数字が先ほど青野議員もおっしゃられたとおり、

４億 5,000 万円から５億ぐらいが適当ということで考えてございます。 

そのほかにも基金としては、公共施設修繕基金等もございまして、計画的に積み立てる

のはこの財調ではなくて、そのほかの基金や公共施設等も、後の質問の中でもあると思い

ますが、老朽化等も進んできてございますので、そちらの基金に積み立てる等ということ

になろうかというふうに思います。 
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また、今、財調の基金が尐なくなってくるというようなこともございましたけれども、

それも尐なくならないように財政の健全化に努めながら、住民サービスの低下を招かない

ように、そして、新しい事業にチャレンジをしなければ、新しい新住民の移住定住施策、

また、子育て支援や高齢者が安心して生活できる環境をつくるという部分もございますの

で、そういうような事業もしっかり行いながら、財政全般を見極めて行っていくこととな

りますので、御理解をお願いしたいと思います。 

 

青野 敏 

金額の考え方ですから、私はできるだけ 20％程度の６億円は積立てていただきたいとい

う考え方があります。 

私の基本的な考え方でいけば、後ほども歳入と歳出の関係の話を質問させていただきま

すからその中でもお話をさせていただきますが、あくまでも自主財源と依存財源の関係が

出てくると思います。 

鷹栖町の財政でいけば、自主財源というのは 30％弱で 70％は依存財源ですね。 

この自主財源と依存財源がこれだけの差があるわけですから、そこで先ほど町長がおっ

しゃった、１年間の事業をする中で、どうしても自分のところにある財政のお金で事業が

できるかというとそれは絶対出来ないですね。 

ですからそこで大事になるのは、この財政調整基金を如何に上手に充当しながら、町民

のための事業をやるかということになるかと思います。 

この金額のやりとりはどこまでいっても 15％、20％ですとか金額のことになるでしょう

けれども、私は、先ほどから質問させていただきましたように、鷹栖町の基本的な財政の

規模からすれば、やはり 20％、最低でも６億円、これは堅持をしながら、財政をしっかり

と運営をしていただきたいというのは私の考えです。 

それともう一点、町長は先ほどから補修等の財源を話されていますが、ここ数年で新し

い事業を町長が就任して以来、北野地区センター改修、鷹栖地区センター新築、担い手セ

ンター建設等々いろんな事業を行っています。 

こういう大きな事業をするときには、そこで財源が足りなくなるわけですから、先ほど

の財政調整基金から金額が出ているのは事実ですね。 

その辺のところを踏まえたときに、この財政調整基金というのはしっかりと、あるとき

に貯めるのではなくて、ない中でも貯める工夫をしていかないと、これはいつまで経って

も貯まらないような形になるかと思うのですが、その辺どうでしょうか。 

 

谷町長 

この基金については、貯金みたいなものですから、これの大小ということを言っても限

りないのかなというようなお話もありましたけれども、またですね、この財政調整基金を

あまりに積立てし過ぎますと、総務省からの指導もいただいている自治体もあるようです

から、そういう部分も含めて適正な割合での積立が必要かなというふうに思ってございま

す。 

また、この財政調整基金も大事ですけれども、その事業にあたっての財源、国・道の補

助金等もございますので、そういうものも、有利なものも勉強させていただいて、できる

限り町から単独での持出しを尐ないようにして、有効に事業を進めていきたいと思ってご

ざいますので御理解をお願いいたします。 
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青野敏 

財政調整基金の関係はここで終わらせていただいて、次の質問に移らせていただきます。 

次に、効率的な財政運営の取組みについてお伺い致します。 

収入の確保と支出の抑制による効率的な財政運営の取組みは、人口減尐・尐子高齢化の

影響により、基幹的な収入である町税の伸びの見込みはなかなか難しい状況にあると考え

ております。 

あわせて、自主財源の割合は年々減尐傾向にあります。 

また、人件費、扶助費などの義務的経費は年々増加傾向にあるとともに、今後の公共施

設の維持管理費や公共施設などの更新など、財政需要を見ると厳しい財政運営が続くこと

が予想をされております。 

将来にわたって持続的な財政運営と適切な行政サービスを維持していくためには、ソリ

ューション、これは処方箋という考え方でいるのですけれども、こういうものをつくりな

がら、効率的な財政運営が重要であると考えますけれども、町長のお考えをお伺います。 

 

谷町長 

それでは、２番目の収入の確保と支出の抑制による財政運営という形で答弁させていた

だきます。 

収入の確保と支出の抑制による効果的な財政運営の取組みについてですが、今後の財政

推計によると、尐子高齢化における歳入の減尐、社会保障関係の経費の増加や公共施設の

老朽化に伴う維持管理経費の増加など、歳出の増加が見込まれております。 

一方、第８次総合振興計画に掲げる、まちの将来像を実現させるためにも、歳入の確保

は重要です。 

移住定住施策や子育て支援の充実を図り、定住人口及び交流人口、関係人口を増加させ

ることで、安定した町税等の収入を確保するとともに、事業の実施にあたっては、新たな

補助金を獲得するなど、財源確保に引き続き努めます。 

同様に、支出の抑制も財政運営においては重要なテーマです。 

事業を前例踏襲で漫然と継続することなく、選択と集中の視点で重点項目を絞り込み、

職員一人ひとりが自覚を持って行財政改革に取り組むことが必要です。 

また、内部管理経費の削減も重要と考え、業務を効率化するとともに、管理職が経営の

視点を持ってリーダーシップを発揮し、課内の運営体制の最適化に取り組むとともに、Ｉ

ＣＴの活用などによる業務の効率化に努めてまいります。 

 

青野敏 

まず、この問題は、やはり歳入の財源確保ですね。 

これは自主財源である税収が一番の課題でしょうし、町有財産等の有効活用や処分する

こともこれからの課題として、しっかりと考えていかなくてはならない事です。 

また負担の公平と行政サービスの研究についても、住民と行政とのやりとりも課題が出

てくると思います。 

更に歳出の関係では財政の健全化を図るためには、自主財源の健全化計画は大事なこと

なのでしょうけれども、その中でいろんな公共事業を民間の活力を借りる、これはＰＰＰ

ですとかＰＦＩですとか、こういう民間の活力を借りながら大きな公共施設を建てたり、

運営をしたり、そんなこともこれからの課題だというふうに思いますので、こともしっか

りと行政として研究をしながら組立てていく必要があるというふうに私は思っております。 
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それと、先ほどから町長がおっしゃったように、有利な制度などを活用する事について

は、担当の方々が国の事業をしっかりと勉強していただいて、いろんな補助財源を活用し

ていく事については、今以上にネットワークとアンテナをしっかりと張って、所管庁の動

き等も研究をしていただきたいというふうに思いますけれども、町長の考えは。 

 

谷町長 

あまりに多岐にお話をされたのでどのように答えれば良いのかなというふうに思ってご

ざいますけれども、やはり歳入の問題は、新しい住民や生産年齢人口の増加というのは税

収にとって非常に大事だというふうに考えてございます。 

引き続き、移住定住施策については重点的に取り組みたいというふうにも思ってござい

ますし、民間活力を活かすという部分では非常に私もそういうふうに考えてございますし、

一つ例を申し上げますと、北野地区のサービス付き高齢者住宅なのですけれども、あそこ

は民間活力を活かしまして、社会福祉法人に補助金を出して、高齢者が安心して住めるサ

ービス付き高齢者住宅とフィットネスクラブと地域食堂、３つのテーマを合築した建物に

させていただいています。 

その建物も国交省の補助金と地方創生・北海道のそれぞれ３つの補助金をいただいて合

築した施設なのですけれども、そのように職員も知恵を絞りながら、より小さな財源で大

きな効果を出そうということで努力をさせてもらっています。 

これからも引き続き、そのようにネットワーク、情報をしっかり取りながら、小さな経

費で大きな成果を出せるような事業の取組みを進めてまいりたいと思ってございますので、

御理解を願います。 

 

青野敏 

考え方は一緒だと思います。 

如何に町長がおっしゃった民間の方々の力を借りるかというのは、これは旭川市のほう

でも、小学校を民間のＰＦＩで建設して、それを行政で借りるというような運営をしてい

るところもありますし、これから恐らく町長の公約の中にもいろんな施設の考え方がある

でしょうから、その辺の建設・運営等々も含めながら、民間の活力をしっかり借りるよう

な、そんなような考え方でお願いをしたいというふうに思います。 

 

谷町長 

青野議員のおっしゃられたとおりと、気持ちは同じだと思いますので引き続き努力して

まいりたいと思います。 

 

青野敏 

ありがとうございました。 

続いての質問ですけれども、先般の新聞報道にも載っておりました、過疎地域自立促進

特別措置法（過疎法）の基準年度が変更になり、鷹栖町が過疎地域の指定から外れるとい

う報道がありました。 

その段階で質問を出させていただいたのですけれども、その後、それぞれ町長が要請行

動や政治の力も働いたのでしょう。 

今の段階では、昭和 35 年の基準年度も 10 年間だけ入れるというような情報が出ていま

すから、質問の最初については通告書のときには、過疎法が切れたときにどういう財源を
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活用するかの質問だったのですけれども、内容を変えさせていただき質問させていただき

ます。 

この過疎法が外れることによって、やはりかなり財源の厳しいところが出てきます。 

それともう一点は、それを行うための計画ですね。 

今は過疎地域自立計画を立てて、地域指定を受ける形で進めていると思うのですが、10

年後には必ず外れることを含めながら、今後の行政計画と立ち位置も含めて考えなくては

ならないと思いますが、町長に伺います。す。 

 

谷町長 

それでは、過疎指定の除外というような最初の一般質問でしたけれども、内容が尐し変

わってきましたのでそれらも含めて答弁をさせていただきたいと思います。 

過疎対策として制定された、過疎地域対策緊急措置法は昭和 45 年の制定以降、本町にお

いても生活基盤の整備や産業振興を中心に支援を受け成果を上げてきました。 

来年度の見直しが議論される中、本町は過疎指定から除外されるのではないかというこ

とで想定されておりましたが、先日の報道のとおり、現行制度が継続される可能性が出て

まいりました。 

今後 10 年間は継続される見通しとなりましたが、将来的には今回のような議論がされる

ことも想定されます。 

本町の貴重な財源である過疎対策事業債については、この 10 年間において真に必要な事

業を熟考し実施するとともに、過疎対策事業債以外の補助メニューや起債メニューも並行

して研究しながら対応を図ってまいります。 

 

青野敏 

10 年間は外れないことは決まりそうですけれども、新たな計画を鷹栖町としてしっかり

と立て、卒業しても町の財政も含めて行政運営はしっかりとできるぞと、そんなような計

画を立てていただきたいというふうに思います。 

先ほどから話しているように、過疎法は充当率が 100％元利償還の起債が 70％ですから、

本当に使いやすかった事業です。 

辺地債等がありますが、中心部からの距離の関係などの事業制約もありますし、一番問

題なのはソフト面が使いづらくなるのだと思います。 

その辺も含めながら考えていただきたいと思いますので、宜しくお願いをしたいと思い

ます。 

続いての質問に移ります。 

 

行政改革の関係です。 

公共施設の用途別、地域別の特性、利用状況や維持管理などを総合的に分析し、施設白

書の策定をして、将来的な施設の在り方や必要性などのマネージメント計画など、公共施

設の最適化が必要と考えます。 

さらには、新たに新設をする場合においては、役割、運営方法、利用の見込み、経費、

地域住民との意見交換などをしっかりと検討しながら、利用者が効率的に活用できるよう

に複合的な施設がベストと考えますけれども、町長のお考えを伺います。 
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谷町長 

複合的な施設計画の取組みをということで答弁させていただきます。 

日本の社会資本は高度経済成長期に集中的に整備されましたが、現在、これらの老朽化

が急速に進行しており、効率的かつ計画的な維持管理、更新が重要な課題となっておりま

す。 

鷹栖町においても昭和 40 年代からの急激な社会の変化や市街地人口の増加に伴い、道路

や上下水道などの社会基盤の整備や学校教育施設、公営住宅、社会教育施設、スポーツ施

設など、あらゆる分野の施設の整備を進めてきました。 

これらの耐震化や老朽化に対応するため、多くの公共施設が同時期に改修や建替え等の

必要に迫られています。 

しかし、日本全体を見ても、人口の減尐、尐子高齢化が顕著であり、社会環境の変化に

より、町民ニーズも多様化していく中、現在と同じように施設を維持、更新していく費用

を捻出していくことは容易なことではありません。 

これらの状況を踏まえ、次世代に大きな負担を強いることがないように、新しい公共空

間の在り方を検討する公共施設マネージメントを推進し、公共施設の再編なども含めより

よい形を実現することを目指したいと考えます。 

実現にあたっては地域づくりの主役である町民の皆様とともに考え、ともに取り組むこ

とが重要であり、現在策定している公共施設個別施設計画を基本としながら、施設の複合

化なども含めた検討を行い、今後も協働のまちづくりに努めてまいります。 

 

青野敏 

複合的な考え方については町長のお考えをいただいたと思っております。 

今はそれぞれの地域に公共施設がございますが、利用状況など既存の施設の利用分析、

これをしっかりと行った上で住民ニーズを聞いて、その施設をどういう形で今後、維持・

管理・運営をするのか、また、それを複合的に運営することができないのか。 

その事が一番大事だと思いますし、その為には町民と行政との意思疎通がなければでき

ないと思うので、今後の地域と進める手法をどういうふうにするかが課題だと思いますが、

町長がどのような形で担当課に指示されているのか伺います。 

 

谷町長 

地域の施設の利用状況を鑑みながら、今後の施設の在り方を考えてはどうかというよう

なお話でした。 

これについては、先ほどの所信表明の中でもお話をしましたけれども、地域運営組織化

ということで、今の施設が尐ないからそれを閉じるという考え方ではなくて、その地域の

特性を生かしながら、地域の農村コミュニティーを守っていくというのが農村部の基本的

な考え方です。 

総合計画以来、各地域にお邪魔をしてワークショップ等も行ってございますし、北斗・

北成地区についてはモデル地域ということで、地域運営組織化を目標として、今、討議を

進めているところでございます。 

市街地についても、住民センターございますけれども、それぞれの地域の特性や町民の

考え方がございますので、その意見を伺いながら、効果を最大限に生かせるように、施設

の面も考えていきたいというふうに考えてございます。 

どちらにしましても、基本となるのは、やはり住民が主体となってまちづくりを進めて
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いただきたいというような思いもございますので、主体性を持った地域づくり活動という

のを念頭に置きながら、これからも議論を深めて行動に移せるよう努力を努めてまいりた

いと思います。 

 

青野敏 

次の質問を致します。 

事務事業の整理統合の考え方について伺います。 

人口構造の変化や多様化する住民ニーズに的確に対応するためには、ＩＴ技術を活用した

行政コストの削減、更には、行政手続の効率化の取組みや民間との連携、職員体制や組織

の見直等による、行政の効率・効果を考慮した事務事業の整理統合が必要だと思いますが、

町長のお考えを伺います。 

 

谷町長 

事務事業等の整理統合の考え方はということで答弁させていただきます。 

町が町民のニーズに応えて町政運営を行っていく上で、町が実施している事業の状況、

成果等を客観的に把握評価し、改善すべき点は改善していくというＰＤＣＡサイクルをし

っかりと構築していくことが非常に重要であり、現在も実行をしてございます。 

今後の町政を展望しますと、尐子高齢化の進展に伴う支出の増加や老朽化に伴う公共施

設の更新など、行政需要が拡大し財政運営も厳しさを増すということが想定されておりま

す。 

そうした中で必要な行政サービスを安定的、持続的に提供していくためには、より効率

的な行政運営を追求していく必要がございます。 

既存の事務事業や行政サービスの在り方については、所管課による内部評価を行い、よ

り一層の見直しを進めてまいりたいと考えておりますし、今年度から、町の行財政改革の

取組みについて、学識経験者等の委員で構成する行財政改革推進委員会による審議を再開

しております。 

専門的な見地と客観的な視点から忌憚のない御指摘をいただいており、今年度中には行

財政改革プランを策定しますので、これからもさらに事業事務等の点検評価、改善等的確

に行ってまいりたいと考えてございます。 

 

青野敏 

行財政改革のそれぞれ諮問もあるでしょうし、いろんな取組みをしているということは

お伺いをさせていただきました。 

私は一番大事なことは、やはり谷町長の強力なリーダーシップだと考えています。 

総合的なマネージメントを町長が行って、それを管理職や職員がいかに町長の思いを行

政に反映するかということが一番大事だと思います。 

新たな課題をどういうふうに整理をするかが、一番重要だと私は考えています。 

その中においては、それぞれ担当所管で係長や職員の方々が、行政の課題についてしっ

かりと対応するべく取り組んでいるのでしょうけれども、今は事業に追われているという

ふうに私は見ています。 

それぞれの担当課で事業を処理するということが増えているように、見られます。 

もうちょっと心の余裕を持って町民の目線がどこにあるのか、その辺を担当職員と町民

の目線を一緒にしながら、いろんな課題をしっかりと解決するというそういう組織がまず
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大事だと思います。 

それにはやはり意識改革と町長のトップセールス、マネージメント、これが大事だとい

うふうに思うのですが、その辺の関係をお聞かせ願いたいと思います。 

また、組織の中で今回のコロナですとか、防災や情報などの町全体で何かをしようと思

ったときに、全体の横のつながり連携が完全にないとは言いませんけれども、昔でいけば、

何か課題があったときにそれぞれプロジェクトチームみたいな形のものをつくって、そこ

で整理していたときがありましたが、そういうような形もこれからは必要だと思うのです

が、その辺の考え方をお聞かせ願いますか。 

 

谷町長 

職員の意識の関係ですとか、いろいろなお話をいただきました。 

確かに、仕事に追われていると言われれば、そういうところもあると思いますが、青野

議員がおっしゃったとおり、町民の声を聞くというのは非常に大事な場面でして、それら

の時間を割いているとどうしても仕事に時間がかかってしまうということは、これは仕方

ないことなのかなというふうにも思います。 

また、プロジェクトチームの話もございましたけれども、第８次総合振興計画に向けて、

課題を持って庁内でのプロジェクトチームをつくり、議論を深めて成果を上げようという

ふうに努力をしております。 

職員には働き方改革で、きちんと時間をマネージメントしながら良い仕事をしてくれと

言っておきながら、町民の声をしっかりしてくれとこれ表裏一体ですね。 

青野議員も言っていることはそう様な事ですけれども、実際の場面に出くわすと、やっ

ぱりその町民の声をしっかり聞かないと計画立てができないという場面もありますので、

そういうところはうまく私たちのほうでしっかり見極めながら、これからも進めたいと思

います。 

職員の士気を高めるというのは、やはり私の仕事だとも思ってございますので、その辺

も含めて、これからも進めてまいりたいと思いますので、これは非常に難しい問題でもあ

りますので、何かあればその都度おっしゃっていただければ、修正もしながらやっていき

たいと考えてございますので、また、そういうようなところで御協力を願いたいと思いま

す。 

 

青野敏 

町長は２期８年間しっかりとまちづくりに取り組んできたというふうに思います。 

先ほどの所信表明でもありましたが、この４年間は行財政をしっかりと立て直していた

だいて、将来に向かっての３期目は出発点にしていただきたいと思っています。 

それは町長だけではできません。 

職員全員でしっかりとタッグを組んで行うことが大事だと思いますので、宜しくお願い

したいと思います。 

 

教育行政の課題について質問致します。 

本来であればこれは教育行政ですから教育長にお伺いするところなのですけれども、町

長の所信表明や選挙公約にも尐人数学級の言葉が出ていましたから、まず町長にお伺いさ

せていただきます。 

教育の機会均等や教育の質の向上、学習面、生活面できめ細かな指導ができる、時代に
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合った教育環境を整えるためには、小・学校の尐人数学級の編制が重要であると考えます

けれども、まず町長のお考えを伺います。 

 

谷町長 

小・中学校の尐人数学級の導入の考えということですが、尐人数学級編制は、児童生徒

一人ひとりに目が行き届き、きめ細やかな指導が可能となり、教員の支援や見とりに当た

れる時間や児童生徒が表現できる時間と機会が増えるなど、様々なメリットが生まれます。 

３期目の町政担当に際しての基本的な考え方の基本施策「あらゆる世代が幸せを追求す

る人が輝くまち」でお話をしたとおり、あらゆる児童生徒の学びの希望に寄り添い、きめ

細やかな支援を実現するため、尐人数学級編成を具体的には 35 人学級を来年度から実現し、

学びの環境改善を進め未来を担う人間力を高める人づくりに努めてまいります。 

 

青野敏 

町長から今 35 人学級という話がありました。 

40 人を 35 人学級、小学校１年生・2 年生は現在も 35 人ですし、中学校１年生も 35 人

です。 

それ以外の学級を全部 35 人学級にしたいということですから、ある意味一歩は進んだと

は思います。 

しかし、都市部と違って農村部の子供たちとには、私立学校の受験などいろんな意味で

選択肢がすごく狭められていると考えています。 

そういう意味では、学力だけではなくて、様々な課題の中でその尐人数学級のプラス面

は出ていると思いますから、私は最低でも 30 人にはしていただきたいという考えがありま

す。 

これは町長の考え方ですから、この後、教育を進める教育長の考え方もあるでしょうけ

れども、財政的には町長がうんと言わないと、教員の加配は出来ないわけですから、その

辺のところで町長の考えが 35 人だと伺いましたが、教育長の考え方もお聞かせ願えますか。 

 

上西教育長 

先ほど町長もお話ししたとおり、35 人学級といったお話をさせていただきました。 

国のほうの動きも 30 人学級といった部分で進んでいるのですけれども、私個人としても、

やはり 25 人から 30 人ぐらいがやはり良いのかなといった思いがあったのですが、今いろ

いろ教育局だとか、それから近郊の市町だとかといった部分と情報を収集しているのです

が、やはり学校の先生がいらっしゃらないといった部分がありまして、ちょっと 30 人の学

級といった部分は現実的に、今の現時点ではちょっとできないといった部分もありまして、

まずは当面 35 人学級で進めさせていただきたいということで御理解をよろしくお願いした

いと思います。 

 

青野敏 

新型コロナウイルスの感染症の対策についてお伺いさせていただきます。 

学校の新しい生活様式のガイドラインに基づき、コロナウイルスから児童生徒を守る対

策を徹底して教育活動を行っておりますが、これまでの三密はもとより、冬季間の換気で

すとか湿度対策、この辺が必要だと思うのですが、教育長のお考えを伺います。 
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上西教育長 

学校運営にあたりまして、文部科学省が作成しました「学校における新型コロナウイル

ス感染症に関する衛生管理マニュアル」を参考にして、学校における感染拡大の防止に継

続して今取り組んでいる状況ということになってございます。 

議員からお話がありました、冬季間この期間については、夏期間よりもやはり屋内活動

が増え、インフルエンザの流行と重なることも懸念されることから、より換気対策を徹底

しながら、今続けている取組みを継続して進めていきたいと思っています。 

今後の全道・全国の感染状況や対応を注視しながら、感染予防対策に取り組んでまいり

たいと思っていますのでどうぞよろしくお願いいたします。 
 


