
第二日 平成二十一年六月九日 開 議 午前十時 

 

○議長（齋藤惠一君） 

皆さん、おはようございます。 

開会前に報告事項がありますので、事務局から報告させます。 

○事務局長（奈良岡信彦君） 

おはようございます。 

本日、十番佐々木政美議員及び唐牛和正代表監査委員から所用のため欠席す

る旨の届け出がありましたので御報告申し上げます。 

○議長（齋藤惠一君） 

ただいまの出席議員数は十七名であります。定足数に達しておりますので、

ただいまから本日の会議を開きます。 

日程第一、一般質問を行います。 

通告により、二番鶴賀谷 貴君に一般質問を許します。 

鶴賀谷君。 

〔二番 鶴賀谷 貴君 登壇〕 

○二番（鶴賀谷 貴君） 

皆さん、おはようございます。 

また、本日お忙しい中、傍聴に来られました町民の皆様、ありがとうござい

ます。また、この機会がございましたらどんどん傍聴に来ていただきますよう

にお願いを申し上げたいと思います。 

それでは、議長のお許しがありましたので発言させていただきます。 

質問に入る前に、先月の二十三日に、藤崎中学校の生徒が柔道部の練習中に

不慮の事故によりお亡くなりになりました。謹んでご冥福をお祈りいたします。

二度とこのようなことが起こらないよう、みんなで協力し合っていかなければ

ならないと思います。 

また、さきの藤崎町長選において、小田桐智高氏が当選されました。心より

お喜び申し上げます。小田桐町長ご自身もご理解していることと存じますが、

藤崎町は様々な問題を抱えております。合併して四年間は種まきの期間であり、

新たな任期を迎えた今は実りの期間にしなければなりません。合併してよかっ

たと思える実態感が必要ではないでしょうか。経済不況の中、必死で頑張って

いる町民の汗を裏切らない町政を一緒になってつくり上げたいと存じます。 

今月で任期を迎える村上辰美副町長に対しまして、心より感謝申し上げます。
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村上副町長は、旧藤崎町の助役として常盤村との合併時には多大なご尽力を発

揮され、そのおかげをもちまして、短時間で合併することができました。合併

後は副町長として新藤崎町を支え、心労のあまり体調を崩されたときには、大

変ご心配いたしました。今後はお体に十分注意され、ご活躍されますことをご

祈念申し上げます。 

舘山新一収入役も任期満了を迎えられます。収入役制度の廃止により、収入

役が置けないためによるものと存じます。これまで民間での経験を行財政改革

に十二分に発揮され、多くの成果を上げられました。今後もそのすばらしい能

力を藤崎町発展のためにお貸しくださるようお願い申し上げます。 

また、今期でご勇退される伊藤正樹教育長は、昭和二十五年から教職につか

れて以来、今日まで五十数年間教育に身を捧げられてきました。平成十二年か

らは常盤村の教育長に就任し、合併後の新藤崎町においても教育長をお務めに

なられました。これまで様々な教育問題に真っ向から立ち向かい、子供たちの

ことを第一に考え、解決してまいりました。親子ほど年が離れた私と幾度なく

この議場において真剣に教育問題を議論していただきました。心より感謝申し

上げます。 

また、本日欠席となっております唐牛和正代表監査役におかれましては、平

成十三年より長きにわたり代表監査委員という重要な役職をお引き受けくださ

いまして、まことにありがとうございました。藤崎町が他町村に比べ、財政指

数がそれほど悪くない状況にあるのは、唐牛代表監査委員の行政のむだを見逃

さない厳しい目があったからこそと存じます。藤崎町民を代表いたしまして、

深く感謝申し上げます。 

それでは、平成二十一年度第二回議会定例会に当たり、さきに通告いたして

おります点につきまして、質問させていただきます。小田桐町長初め、各担当

者の方々から明確なるご答弁をいただけますようお願い申し上げます。 

まず初めに、町長の施政方針についてお尋ねいたします。 

早いもので、藤崎町と常盤村とが合併して四年が経過いたしました。合併当

初はうまくいかないこともたくさんあったことと思います。しかしながら、

徐々に町民同士が交流する場面を重ねているうちに融和され、お互いに気心が

わかってきたことと思います。そのような状況の中、合併後二期目に向けての

所信をさきの平成二十一年度第一回藤崎町町議会臨時会において述べられまし

た。小田桐町長が町長就任して以来、一貫した考え方は町民が主役であるとい

うことだと思います。この厳しい時代を乗り越えていくためには、町民の力や
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考え方を結集させ、みんなで協力し合わなければなりません。 

そこで、二期目に向けた重要政策について小田桐町長にお尋ねいたします。 

次に、町民憲章の周知についてお尋ねいたします。 

藤崎町民憲章は、町民一人一人がまちづくりに主体的にかかわっていくため

の行動規範、目標、道しるべとして、新町合併後の平成十九年十二月に制定さ

れたものです。まさしく町民憲章は町の理念そのものです。各種行事の際に、

幾度となくみんなで唱和をしておりますが、今後この大切な町民憲章を世代に

関係なく、町民一人一人に浸透するために、周知する方法についてお尋ねいた

します。 

次に、小、中学校の連携授業についてお尋ねいたします。 

時代とともに教育環境も変わってきております。我が藤崎町はオープンスペ

ース型の校舎や教科教室型の校舎の建築をしてまいりました。青森県内でも小、

中学校一貫教育を実施している自治体もあります。藤崎町は小、中学校の連携

授業を数年前から実施しておりますが、その目的についてお尋ねいたします。 

また、小、中学校の連携授業を実施した結果、先生方や児童、生徒からどの

ような成果が得られたのかをお尋ねいたします。 

また、今後も引き続き小、中学校の連携授業を実施していくのか、小田桐町

長にお尋ねして、壇上からの質問を終わります。 

○議長（齋藤惠一君） 

二番鶴賀谷 貴君の一般質問に対する答弁を求めます。 

小田桐町長。 

〔町長 小田桐智高君 登壇〕 

○町長（小田桐智高君） 

鶴賀谷 貴議員の一般質問にお答えいたします。 

初めに、通告のありました一の町長の施政方針についての合併後二期目の重

要政策について、についてお答えいたします。 

さきの五月二十九日の第一回議会臨時会の提案理由を述べる機会に時間をい

ただき、二期目となる町政運営の考え方、施策推進についてを申し述べさせて

いただきました。私が述べた推進対策は、行財政改革のさらなる推進、少子化、

高齢化に対応する環境整備、基幹産業の振興、生活環境整備についての四項目

でありますが、町は今後厳しい財政状況の中で、住民満足度を高め、多様な住

民ニーズに対し、必要最小限のコストで的確な行政サービスを提供することが

本旨、原点であることは言うまでもありません。町が行うすべての事業施策は、
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住民生活を快適に営む上で重要であり、町の目指すべき将来像であります「み

んなで創る心豊かな優しいまちづくり」を実現するためには、何よりも町民と

役場がしっかりとしたビジョンのもとに、まちづくりの課題を共有し、信頼で

結ばれ、手を携えて地域の発展を目指していかなければなりません。そのため

に私はまず、私自身の行動や町政に対する考え方を含め、町政情報を積極的に

公開し、町民や職員との情報の共有化を一層進めてまいりたいと思います。 

そして、行政の事情を優先することなく、常に町民の目線で考え、行動する

ために、私自身が積極的に町民の中に出向き、ご意見を伺うことで町民のニー

ズや時代の変化に的確に対応したサービスを提供してまいります。 

役場の機構につきましては、町民にとって簡素で、わかりやすく、利便性が

高く、また、職員にとって能力を発揮しやすく、多様な課題に柔軟に取り組め

るような組織再編を推進してまいります。 

役場は一般会計におきましては、七十億円規模で地域経済に大きな影響力を

持つ最大の事業所であり、私自身を含め、すべての特別職、課長職を初めとす

る職員は、町を経営する者としての自覚と責任感を持たなければならないと考

えております。 

また、職員には常にコスト意識と町民サービスの向上を目指して、事業や取

り組みを改善していく意識を持ちながら、その能力を最大限発揮してもらいた

いと考えており、事業の実施に当たりましては、民間委託の推進や民間のノウ

ハウの活用を積極的に推し進めるほか、私自身が前例にとらわれず、聖域を設

けることなく、ゼロベースから、事務事業を検証し、改善し、優先すべき事業

を判断してまいります。 

次に、二の町民憲章の周知についてでありますが、平成十九年十二月五日に

制定いたしました藤崎町民憲章は、旧町村の憲章を見直し、新町としてこれか

らも目指すべきもの、これからも守るべきもの、そしてこれからの藤崎町に願

いを込めて策定、制定したものであります。町民憲章は、快適で住みやすいま

ちづくりを推進していく上で、環境的な整備とあわせて精神的な指針となるも

のであり、世代を超えて共通認識の持てるものとして次世代まで継承しなけれ

ばならないものであります。そのため、町では、制定後、住民の方々への周知

対策といたしまして、庁舎前に町民憲章碑の建立を初め、町から全世帯に配布

しております町広報誌、町ふれあいカレンダー、ホームページ等に掲載すると

ともに、町成人式、表彰式などの公式行事及び新年互礼会などの共催行事での

朗読などを行い、普及、啓発を図っているところであります。今後におきまし
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ても様々な機会、媒体を通じて周知に努め、住民一人一人がまちづくりに主体

的にかかわっていただくよう努めてまいります。 

次に、三の教育問題についての小、中学校の連携授業について、であります

が、町では、小、中連携授業の取り組みの中で授業研究を展開しております。

この連携授業の目的は、学力向上のために、小、中学校九年間の義務教育の期

間を通して、一貫した教育を推進するためであります。そのため、お互いに学

校の授業を参観して、教師自身の授業における指導法、指導力を向上させるよ

うに努めております。 

また、小、中の先生方が出前授業をして、その専門性を生かしながら、児童、

生徒に授業への興味、関心を高めるように指導しております。以前、英語と音

楽の授業を中学校の先生が小学校に出かけ、授業をしましたら、「中学校に行

って英語を早く習いたい」という言葉が児童からたくさん聞かされ、音楽の授

業では、一時間の授業時間の中で合唱が見違えるように歌えるようになったこ

とを学校側から伺っております。このことから、今後においても小、中学校で

の連携授業をさらに推進するよう努めてまいります。 

以上、鶴賀谷議員のご質問に対しまして壇上からの答弁といたします。 

○議長（齋藤惠一君） 

二番鶴賀谷 貴君の一般質問に対する答弁が終わりました。 

二番鶴賀谷 貴君に再質問を許します。 

鶴賀谷君。 

○二番（鶴賀谷 貴君） 

まず初めに、明快なるご答弁をいただきまして、ありがとうございます。 

それでは、第一番の二期目の政策について質問させていただきます。 

町長自身は四つの項目、四つの柱を二期目の政策として取り上げております。

それで、私からは一点だけというか、一つの考え方としてお聞きしたいんです

けれども、この四つの柱、行財政改革のさらなる推進、少子化・高齢化の対応

する環境社会、基盤産業の振興、生活環境の整備と、これらを具体的に政策と

いうか、実行する事業、もしくは考え方として町長は町長選のときに、これら

の具体策として項目を挙げておられます。そうですよね。その中に例えば重複

しますけれども、行財政改革の推進というのはどういうことをやっていくのか

というと、先ほど答弁ありましたけれども、職員の削減と適正化とか、例えば

少子高齢化に対応する環境整備というのは、出産、子育て、教育の環境と。き

ょう同僚の議員が一般質問される例えば学童保育の施設整備も、これは相馬議
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員が後で質問しますけれども、これも具体的に言うと少子高齢化対策に対応す

る環境事業としての項目に入っております。そしてまた、町営住宅の整備も相

馬議員から今回質問されます。そういった意味で、私は何かというとこういっ

た項目を具体的に町民の方に先ほど壇上からの答弁もありましたけれども、町

長自ら公開していくんだと。こういう項目を目指していくんだという、私は町

民に対してそういったところまでの町長の考えを町民の方に理解していただく

ことが私は必要だと思っているんです。抽象的なことでなくて、そういった点

で、このことについてまず町長の方にお尋ね申し上げます。 

○議長（齋藤惠一君） 

町長。 

○町長（小田桐智高君） 

お答えいたします。 

今鶴賀谷議員がるるご説明を逆にしてくださいましたので、私が掲げました

四つの項目、柱となるこの四年間の期間を任期をちょうだいいたしましたので、

町民の幸せのために、町の発展のためにこれらを具体的に具現化していくつも

りであります。 

この項目の中のそれぞれ具体的な項目というのは、やはり前四年間で、合併

後の四年間で、それぞれ私が各地域の方々と接して、いろいろなお話しをお伺

いしながら得た問題点、改善点ということが基礎になっていると思います。 

あと一つは、地方公共団体が今置かれている状況、これによって行財政改革

ということがついてくるわけなんですけれども、必至な課題になるわけであり

ますけれども、あとの中身に関してはこれまで四年間地域の皆さんと交流しな

がら得た、集めた声を改善するそれぞれの項目となっていると思います。 

あとは財政面でかなり財政支出を余儀なくされるであろう環境問題の整備、

これらが財政面では私は何とか財源を確保しながら、議員の皆さんも廃堰の視

察もしていただいているようであります。あるいはきょうお越しの町内会連合

会の懇談の場所でも廃堰に関する改善なども意見や要望もありましたけれども、

これにどう対応するかというのが目下私が一番悩んでいるといいますか、財源

の面で一番かかるだろうと予想されるからであります。しかしながら、厳しい

環境、財政状況であろうかと思いますけれども、財源確保しながら、一番要望

の多いところの環境整備を何とか改善していきたいなと、こう思っております。 

間の部分をちょっと省略しましたけれども、これは従来から言っております

少子高齢化、これに対応するもの、これは生まれてから亡くなるまで、一生涯
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を通して、やはり皆さんに福祉の充実を図っていかなければいけない。少子化

にあって、支える若い世代が少ないわけで、お年を召して、重ねて、健康で長

生き、そして私はさらに寂しくなくお年をとって、そして健康で長生きしても

らいたいというのが私の最大の願いでありますけれども、多くなるであろう高

齢者の年齢層のところを少ない若い世代でどうやって支えるかということを、

これはるる子育て支援ですとか、それから妊産婦の健診の回数をふやすとか、

あるいは分娩費をふやすとか、そういった具体的なものも今回補正で提案いた

しましたけれども、それらを含め、それから学童保育の充実ですとか、学校整

備ですとか、結構少子化、高齢化に対する財政支出、予算支出に関しても十分

配慮しているつもりであります。 

あるいは、基幹産業、こういった不景気の中であって、第一次産業がやはり

私は改めて大事な地域を支える産業だなということも認識いたしましたので、

ここはリンゴ、お米、そしてニンニクといった当町の主力品種の農産物の生産

支援、それから今回の補正予算でも提案いたしましたけれども、共済保険の加

入促進のための保険料の支援、あるいは災害に強い農産物の生産支援を目指す

ための各施策、これらを通してもっともっと本町の基幹産業の農業生産支援を

高めていかなければならないと、こう思っております。 

本町では、議会の参与であります農業会議の工藤会長さんもここから出てお

ります。大変力強い限りであります。そしてまた、議員の皆さんの中にも農業

を本業としている方々が多々あります。また、奈良岡文英議員のような農業経

営士の今回資格をお取りになった方も心強い味方であります。小野稔議員にし

てもそうです。あるいは諸先輩の中にも農業を営んでいる方が多くいますので、

そういった方々とあるいは一般の町民の農家の方々の中にもリーダー的、ある

いは指導的立場の方がたくさんいますので、そういう方々と具体的に、具体策

を詰めていきまして、これからの基幹産業の振興に努めるよう努力してまいり

たいと、こう思っております。 

ここでお話しすると、私の施策の内容は、膨大な量になりますので、何ぼで

も限りなく言いたいことや皆さんにお知らせしたいことがあるんですけれども、

具体的な政策の展開、それから財政の裏づけ、そういったものがまとまって、

議員各位、あるいは町民の皆さんにお知らせが整ったときには速やかに住民説

明会なり、議員全員協議会なりを開催いたしまして、皆さんにご理解を承りな

がら、それを進めていくよう努力をしたいと、こう考えておるところでありま

す。 
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以上です。 

○議長（齋藤惠一君） 

鶴賀谷君。 

○二番（鶴賀谷 貴君） 

詳細なるご説明をいただきまして、ありがとうございます。 

そういったことを町民の方々は非常に関心を持っていると思うんです。です

から、先ほど私がお話ししました具体的な事業、具体的なやり方、具体的な部

分として町民の方にこういうことをやっていきたいんだということをお知らせ

していただければ、ああ、町長はこういうことを考えているんだと、やっぱり

わかると思うんですね。ですから、大見出しがあれば、中見出しがあって、中

見出しを実行するために小見出しがあって、じゃあこういうことの積み重ねが

最後、先ほどお聞きしましたけれども、四つの大きな項目のところに私は行く

んではないかと思っております。 

そしてまた、先ほどから町長が言っております「町民から声を聞くんだ」と。

「それで、その意見を町政に反映させていくんだ」と、こういうお言葉があり

ました。何やら今月からそういった意味でパブリックコメント制度というのが

藤崎町では予定しているということをお聞きいたしました。このことについて

ちょっと関連するんですけれども、総務課長、これいいですか。私の方からし

ゃべってもいいですか。内容とかわかりますか。 

○議長（齋藤惠一君） 

総務課長。 

○総務課長（三上 治君） 

これは、今の第二次行財政大綱について、素案等をやっております。それら

等を踏まえまして、ホームページ等、広報誌等に載せて、その計画について具

体的に町民の計画の中の項目についてこういうふうにした方がいいではないか

という意見を聞くという制度でございます。 

○議長（齋藤惠一君） 

鶴賀谷君。 

○二番（鶴賀谷 貴君） 

まさしく今総務課長のお話しにあった、今までで言えば例えば委員会とか、

委員でなければなかなかこう意見を出せなかったものを広く町民にこのことに

ついて意見を求めるというこういう制度が具体的にスタートされる予定になっ

ているという。ですから、そういった意味で多くの町民の声をやはり意見を聞
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きながら、町政運営を今後もしていただきたいということをまずお願いをした

いと思います。 

そしてまた、先ほど町長からもお話しがありましたこの四つの項目のほかに

やっぱり短期的なとか、緊急だとか、そういった項目が必ず出てきます。これ

は一期四年間の政策としての今小田桐町長のお考えをお聞きしました。もっと

細かな要望、要請、そういうものが日々小田桐町長の方にも各種団体、いろい

ろなところから行っていると思います。そのことで先日、藤崎町の建設協会の

方も町長に対して何か要望したということをお聞きしましたけれども、そのこ

とについてちょっとお聞きいたしたいと思います。 

○議長（齋藤惠一君） 

町長。 

○町長（小田桐智高君） 

お答えいたします。 

藤崎町建設協会の自主事業でありますたしか、「安全宣言」というタイトル

で総会が行われたようであります。そこには二人の講師、労働安全基準局の署

長さん、それから当町の役場の建設課長、この二人が招かれまして、講演会を

やったようであります。私は冒頭の来賓のあいさつということで、ごあいさつ

を申し上げさせていただきました。それからちょっとさかのぼって、二週間ほ

ど前に、建設協会葛西会長さんから役員の皆さん総出でおいでになりまして、

こういうご時勢でありますので、経済状況が悪いといった中で町の財政も大変

でしょうけれども、何とか業界、あるいは地域経済の活性化のために、公共事

業を出してほしいという切実な要望を書面で提出していただきました。これら

にこたえるように、今財政、あるいは担当課、あるいは事業課、各課とそれぞ

れの、国が今進めています経済活性化対策の財源配分を、補正予算等を今議論

されていますけれども、それらの配分が平成二十年度もちょうだいしておりま

す。あるいは平成二十一年度新年度の補正もいただく予定になっておりますの

で、これらを財源として、公共工事の発注をいたしまして、私のこの四つの項

目、柱の幾つにもわたって、例えば道路の整備、農道の整備も含めて、あるい

は緊急雇用対策なども含めて行いながら、それらの要望におこたえしていける

んじゃないかというふうに、商工会の総会でもお話ししましたし、それから、

建設協会さんの主催の総会でもお答えいたしたところであります。 

つけ加えて申し上げますと、商工会の総会では鶴賀谷議員もたしか出席され

ておりましたようでありますけれども、プレミアム商品券というのを本年度の
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中途で要求来られましたけれども、時期的にも、今年それぞれ定額給付金が町

民の方々にもほとんど行き渡ったようでありますけれども、一万二千円、二万

円の定額給付金、あれと同じ年で、多少おくれた感はありますけれども、商工

会活性化のために、商店街活性化のために、地域経済活性化のために、商工会

からプレミアム商品券を発行したいのでぜひ補助金をお願いしたいと。これは

本定例議会の補正予算で提案させていただいているところであります。三百万

円ですね。こういったところもつけ加えさせてご説明させてもらいながら、町

民皆さんの理解と、議員皆さんのご理解を賜りながら、そういった活性化施策

も展開していきたいと、こう思っております。 

公共工事もこれからもできるだけ出して、業者さんのためじゃなくて、業者

さんの中にいらっしゃる従業員、労働者のためもありますので、とかく公共事

業というと、何か業者のためというイメージがありますけれども、そうでなく

て、私も改めて認識するんですけれども、そこに働く労働者や従業員さんのた

めということがありますので、あるいはまた地域のものが購買されたり、いろ

いろなものが動くという点からも、そういう公共工事をどんどんそういった財

源をもとにして出していきたいと、こう考えております。町民のためにですね。 

以上であります。 

○議長（齋藤惠一君） 

鶴賀谷君。 

○二番（鶴賀谷 貴君） 

同僚の議員の中にも建設関連の方もいらっしゃいます。商工会の会員の議員

もいらっしゃいます。そういった意味で、私は一言町長にお願いしたいのは、

マスコミでも新聞でも、日本国の総理大臣も言います。「百年に一度の不景気

だ不景気だ」と、こう言うんですけれども、それに対応するには何が必要だか

と。私はやっぱりスピードだと思うんですよ。ですから、できれば早く、例え

ば公共事業、もしそういう発注があるんであれば、できれば早く、去年よりも

今年、早い、今までの平時と違うんだと。今非常時だから役場の職員いちがか

りで、一日でも早く仕事を発注しようじゃないかという、そういう気持ち、そ

ういう行動をお願いしたいと思っております。 

ご存じのとおり、本当に今不景気で、建設業界だけでなくて、大変な経済危

機に見舞われておりますので、こういったときこそ、藤崎町は違うんだと。他

町村と違うよと。こういったところをぜひとも見せていただきたいなと。これ

を申しわけありませんけれども、要望をして次の質問に入らせていただきたい
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と思います。 

続きまして、町民憲章についてでございます。 

先ほど町長からの答弁もありました。やっぱり町民憲章というのは世代に関

係なく、そしてこれは次世代にも引き継がれていく大事な私は重要なものだと

思っております。そしてまた、先ほど私二期目の重要政策の中、項目で質問し

ましたけれども、その四つの項目もやはりこの町民憲章に照らし合わせたやは

り項目だと思います。ですから、この町民憲章というのは、例えば町長が迷っ

たり、役場職員が迷ったり、町民が悩んだときには、これを見て、我が藤崎町

はこういうまちづくりをしているんだというところを、こういった意味で私は

町民憲章というのは非常に大事なものだと思っております。その大事なものは、

じゃあ町民お一人お一人に浸透しているのかなと、私自身がちょっと疑問に思

ったものですから、今回質問させていただきました。確かに役場前の石碑のと

ころにもあります。そしてまた、健康カレンダーのところにもあります。それ

をぜひとも、健康カレンダーや広報ふじさき以外にもぜひとも、少なくとも藤

崎町の公共施設にはやはりこの町民憲章を掲げて、機会あるごとに、この藤崎

町の町民憲章を町民が目につくように、私は最低限それは必要だと思っており

ます。ぜひとも、この件につきまして、町長のお考えをお聞きしたいと思って

おります。 

○議長（齋藤惠一君） 

町長。 

○町長（小田桐智高君） 

そのようにいたします。 

○議長（齋藤惠一君） 

鶴賀谷君。 

○二番（鶴賀谷 貴君） 

そこで、ここで今度また私の一つの要望なんですけれども、これを例えば健

康カレンダーではなくて、できれば各世帯ごとに藤崎町は約五千五百世帯あり

ますけれども、ポスターとか何でもいいんですけれども、そういうことにして、

例えば家であれば子供たち、お年寄り、我々若い世代が目につくところに張っ

てもらうような形で毎戸配布とかというのも私は本当は必要だと思っておりま

すけれども、ぜひともこの点をご検討いただきたいと思っております。 

続きまして、中、小の連携授業についてお尋ねいたします。今度は教育長の

方にお尋ねいたしたいと思います。 
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先ほど私お話し、壇上で質問させていただきましたけれども、中、小の連携

授業、これは藤崎町では大体年間何時間ぐらい小学校と中学校の連携授業を実

施されているのでしょうか。 

○議長（齋藤惠一君） 

伊藤教育長。 

○教育長（伊藤正樹君） 

お答えいたします。 

まず、小、中連携授業の前に、藤崎町、常盤村では、平成六、七年度から連

携授業としてやってきているわけです。その連携授業の中に一つは、学習指導、

それから二番目としては授業参観、三番目は先進校の視察、四番目は教育講演

会、五番目は情報交換会、この五つの授業をやってきているわけです。それで、

今ご質問のあった授業についてですが、この第一点としましては、授業参観を

中心にしてやっていると。小学校の授業というのは非常にきめ細かく先生方が

子供たちに指導しております、その点を中学校の先生たちが指導法として学ぶ。

それから、中学校の方では、いわゆる系統性、専門性がありますので、それを

中学校の授業を参観した場合に小学校の先生たちが学んでいくと。こういうふ

うな目的を持って授業を見ております。 

今ご質問にあった授業時数の問題ですが、それはあくまでも基本としては小

学校では担任が授業をする。中学校では教科担任が授業をするというような形

が実際やっていることなんですが、その中で連携として取り扱うのはどういう

ような場合かというふうなことですが、一つには、小学校で中学校の先生を呼

んで、そして授業をしてもらう。これが先ほど町長答弁にありました音楽とか、

英語だとか、そういうふうなものをやってきたわけです。それから、中学校の

方では小学校の先生を中学一年生に入った段階で来てもらって、授業をしても

らうという形をお願いしているわけです。そういうふうなお互いの小、中学校

の専門的な分野を生かしながら授業連携をしていると。 

今後私の方で考えていることは、理科の授業、これは私が現場に勤めていた

ときに、理科の授業をする前の準備段階は先生がまずそう手数かからないでや

るにいい。ただ、理科の授業が終った後、後始末に非常に時間が必要だという

ことで、理科の先生の授業のあった後は、一時間あけてくれという理科の先生

の要望ありまして、理科の授業が例えば３時間目にありますというと、４時間

目をその後片づけの時間に充てておるわけです。ですから、そういうふうなこ

とで、小、中連携そういうことでやれるかというとやれないわけです。理科の
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授業の中に興味、関心をいかに育てていくかということが、それが一番大事な

ことで、その点の連携はやっていますが、授業時数の中でそういうふうなこと

は今のところやっておりません。ただ、今後考えられるのは、今各小、中学校

では、いろいろな形で外部の講師を中に入れて授業をしてもらっております。

したがって、それを進めていく場合に、私は今年度は理科の実験を手伝うＯＢ

の先生方、希望者がないかと今呼びかけているわけです。そのＯＢの先生方が

手伝ってくれるというのであれば、理科の授業を終った後の後始末等、あるい

は実験の最中に手伝いできると、そういう形を今年度はお願いしております。

今のところ三名ほどやってもいいよというふうな方がありますので、それを一

つの組織をつくって、これから進めていきたいと。 

それからもう一つは、外部講師を入れるというふうな場合には、先生方と外

部の講師のコミュニケーションがうまくとれなければ授業はうまく成立しない

わけで、その点も校長を通して、いろいろ学校の方で今工夫、研修させている

というふうな状況です。ですから、先ほど時間数を何時間とるというような、

そうした段階にはまだ行っておりません。 

以上です。 

○議長（齋藤惠一君） 

鶴賀谷君。 

○二番（鶴賀谷 貴君） 

今教育長から詳しい説明をいただきまして、まさしく現実問題とすると今教

室では先生お一人で、二十人前後の生徒を指導していると。我々の年代のとき

は四十人ぐらいいたんですけれども、今そういう形になっていると。なかなか

お一人の先生が二十人の生徒を万遍なく対応しているつもりでいても、やっぱ

り目の届かないところがあると。そういった意味では、また外部の先生がいて、

その先生が気づかない点やいろいろなことをアドバイスしていただけるという

のは、非常に私はいいことだと思っております。私の実感なんですけれども、

同じ二十人いても、やっぱり頭のいい人は一回でわかるんですね、でも、私み

たいな人は一回聞いてもわからないし、二回聞いてもわからないので、どうせ

わからないんだば、あといいじゃという形だったんです、私は。そういうので

なくて、そのわからない生徒にでもそういう先生方が後からフォローしていく、

当然授業の進め方もありますので、先生のカリキュラムも当然あります。そう

いった中で、じゃあどのスピードが一番いいのか、どのレベルに合わせていけ

ば一番効率がいいのかという、この問題も出てくると思います。ただし、先ほ
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どお話ししたように、そういった私みたいなあんまり学力がうまくない人に対

して、そういうふうな形で手厚い配慮をしていただければ、そして興味を持っ

ていただければ、中学校に行ったとき、これは一番問題になるのは、なぜ今小、

中一貫教育かというと、そこが私やっぱり原点だと思います。小学校六先生が

中学校一年生になったとき、やっぱり環境が変わります。その中が一番いじめ

だとか、学力についていけないとか、そういった問題がたくさん出てくるので、

そういった形の小、中一貫教育ということころが出てきたんだなと思うんです

よ。 

ですから、我々は小、中一貫教育と、実践はしていませんけれども、そうで

なくても、そういう連携授業の中で、配慮していただければそういった私先ほ

どお話ししたことがある程度防げていくのかなと、こう思っております。ぜひ

ともそういった政策を今後も引き続き実施していただいて、そういったＯＢの

先生方、そしてまたそのおかげで若い先生方もやっぱり教育の技術の向上にな

っていくと思いますので、今後とも実施していただきたいなと思っております。 

そういった意味で、先ほど壇上でお話ししましたけれども、悲しい事故があ

りました。教育長の今任期を迎えるときに、そういうことがありました。また、

教育長として職につかれたときも、様々ないろいろな問題があります。私も理

解しています。私も中学校のＰＴＡ会長をやったときにもいろいろなことがあ

りました。その中でも、毅然としてちゃんと処理する伊藤教育長の私はその姿

を参考にして、これからもまた教育に対して情熱を持って、この場で、また違

った形、違った方が教育長になられると思いますけれども、私のテーマはやっ

ぱり教育ですから、幾ら時代が変わろうとも、次世代の人材育成なくして、あ

らわれないんですよ。これしかないんです。農業も大事、商工業も大事ですけ

れども、基本的にはやはり教育です、私は。教育なくして国は成り立たないと

思っています。そういった意味で、常にやっぱり教育に対して、私は情熱を持

っていきたいと思います。 

そういった意味で、最後に伊藤教育長から今までのことの関連しながら、ご

発言をいただきたいと思います。 

○議長（齋藤惠一君） 

教育長。 

○教育長（伊藤正樹君） 

お答えいたします。 

先ほど、私説明足りなかった部分、先に説明させていただきます。 
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一つは、今小学校、中学校にチームティーチングの形で一人ずつ先生が入っ

ております。ですから、その私はＴ・Ｔというふうに呼んでいますが、チーム

ティーチングの先生が一つの学級に先生の補助として授業を手伝っておるわけ

です。ですから、三十五人おりますとどうしてもバランス、上から下までとい

うようなところで、何とか手伝わなければいけない子供たちもおるわけですが、

そういうふうな子どもたちに対して、Ｔ・Ｔの方が援助しているというふうな

やり方をとっております。 

それからもう一つは、二クラスあった場合に、私は交流授業をお願いしてい

るわけです。一組の先生が二組の授業をする。二組の先生が一組の授業をする。

というのは、一組の先生が国語の非常に堪能な先生だと。二組の先生は算数が

得意だという場合には、お互いに交換をして授業を進めていけば、さらに深ま

るのではないかと。 

それから、もう一つは合同授業をやってくださいと。二クラスあれば、二ク

ラス一緒に道徳の時間だとか、生活科の時間というのは、非常にそれが有効に

働きますので、そういう授業の仕方もお願いしてあります。 

最後に質問にお答えしますが、これからの教育というのは、私は全体の教育

を推し進めていくためには、個人個人を大事にしていかなければいけないだろ

うと。三十五人いますと、三十五人みんな違った子供たちです。その違った子

供たちをいかに伸び伸びと伸ばしていくか、個性豊かな子供ですので、その個

性の豊かさを伸ばしていけば、必ずよくいくんじゃないかと。昔は「一事は万

事」というような言葉がありますが、一つのことに専門に集中していけば、か

ならず全体もよくなるというような考え方を持っていますので、そういう意味

で、今後一人一人を大事にしていく、それが全体を向上させる大きな力になる

のではないかと、そういうような考えで今後進めていきたいものだと、最近小

中学校の学力が非常に上がってきております。したがって、私はこれも小、中

連携授業のおかげだというふうに考えていますので、以上、答弁といたします。 

○議長（齋藤惠一君） 

鶴賀谷君。 

○二番（鶴賀谷 貴君） 

私から最後の質問をさせていただきます。最後の質問は、村上副町長に対し

て質問させていただきます。 

先ほど来、町長の四項目の柱、そしていろいろな政策、これは町長としてト

ップとしての考え方、これはお聞きしました。しかしながら、幾ら優秀な方で
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あっても、トップ一人だけでは、できないことがたくさんあります。その中で、

副町長として、町長を支えて今まで来ました。今日私、この今の藤崎町の状況

があるのは、やはり何といっても常盤村との合併が最大だと思います。これ、

合併しなければ財政的にも厳しいし、いろいろなことで今のこの状況、町長の

四つの政策もできないかもわからない。財政的に厳しいと。そういった意味で、

何としてもやっぱり常盤村との合併、これが藤崎町の発展の本当の一つの重要

な項目だと私思っております。その点で、壇上でも私お話しました。そのとき

に、事務方のトップとして、やっぱり常盤村との前収入役さんとの事務方の摺

り合わせ、数多い摺り合わせを短期間でこなして、そしてまた新町になってか

ら、助役、副町長と、こういう立場になられました。村上副町長は、旧藤崎町

の町会議員も長らくお務めになって、行政もわかっていると思います。そうい

った意味で、最後に、村上副町長にご感想をお尋ねして、私の一般質問を終わ

ります。 

○議長（齋藤惠一君） 

村上副町長。 

○副町長（村上辰美君） 

答弁になるかわかりませんけれども、いずれにしても、今定例会をもちまし

て、私の任期が終了するわけです。この間、合併して四年間、そしてまた旧藤

崎町の助役として一年数カ月、この五年数カ月を皆さん方に大変ご助言をいた

だきながら、大過なく過ごさせていただいたわけであります。この間、何と言

っても一番思い出に残るかと言いますと、先ほどから鶴賀谷議員がおっしゃっ

ております平成十七年の三月の旧常盤村、旧藤崎町、合併されたことでありま

す。非常に当時は弘前を中心とした十四市町村で組織されたわけなんですが、

途中でご破算になりまして、急遽私が助役に平成十五年十二月に就任したわけ

なんですが、その次の年から十二市町村が解散になったとき、即座に私が就任

されて常盤に出むいたわけなんです。それは当然あいさつがてらもありまして、

そこで当時の石澤善成村長さん、そしてまた浅利一助役、お二人とお会いして、

もちろん舘山、当時の収入役さんもおられましたけれども、お話しされまして、

そこで第一の火ぶたを切ったのが今非常に私自身の脳裏に浮かんでおります。

それがスタートの始まりでありまして、非常に数カ月という短期間の中で、そ

の合併事業というんですか、事務というんですか、進めてきた経緯があります。 

そしてまた、合併の法定協議会、ここにもおられますけれども、町内会連合

会、そしてまた婦人会、これらについても非常に短時間の中で項目がなされま
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した。それが小田桐町政になって、合併されてから四年間実現したといいます

か、そういう形では皆さんが、各町民が理解していただいたという形で今日ま

で来たわけなんです。 

そういうことで、いろいろな思い出がありますけれども、先ほど鶴賀谷議員

がおっしゃいました四つの項目についても、やはりスピーディーに対応しなけ

れば、後々になると非常に厳しい問題が出てきます。これはこういう事業ばか

りでなく、災害等もそうであります。そういったことにおいては、これから小

田桐町長に進言したいならば、やはりそういうスピーディーさを持っていただ

きたい。当然若さもありますので、これは継続すると思いますけれども、その

ためには、何としてもここにおられます皆さん方がご賛同していただかなけれ

ばならないということでございますので、これからもひとつ小田桐町政を皆さ

ん方で支えていただきたいなと、こう切望しながら、一言鶴賀谷議員の答弁に

なりませんけれども、お話しさせていただきたいと、こう思っております。 

○議長（齋藤惠一君） 

これで二番鶴賀谷 貴君の一般質問は終了いたしました。 

十分間の休憩をいたします。 

再開は十一時十分からといたします。 

休 憩 午前  十時五十九分 

                                      

再 開 午前 十一時  十分 

○議長（齋藤惠一君） 

休憩を取り消し、会議を再開いたします。 

次に、十四番浅利直志君に一般質問を許します。 

浅利直志君。 

〔十四番 浅利直志君 登壇〕 

○十四番（浅利直志君） 

皆さん、改めましておはようございます。 

日本共産党の浅利直志です。 

質問に入る前に、まず、先般藤崎中学校の柔道部の部活の練習中に不慮の事

故で亡くなりました小笠原さん、そしてご家族の皆様に心からお悔やみ申し上

げるものであります。今後二度とこのようなことが起きないように、関係各位、

再発防止のために努力することをお願いするものであります。 

また、今六月議会の終了後には、これまでの公務を離れます副町長、教育長、
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そして代表監査委員におかれましては、長い間本当にご苦労さまでした。今後

とも健康に留意され、地域や各分野において、ご活躍されることを心から期待

し、念じてやまない次第でございます。 

どんなに遅くともこの二、三カ月の間には国民待望の総選挙があります。今

度の総選挙は小泉構造改革なるものにどのような審判を下すのか。そしてこれ

からの町村自治のあり方そのものを今後決めていく大きな選挙でもあります。

と同時に、ただ単に政権交代是か非かというよりも、この国の姿、形、そして

経済や産業のあるべき姿、こういうものがどういう方向にあるべきかというこ

とが私たち一人一人に問われる選挙でもあると思います。国民の切実な関心や

要求から出発しながらも、私は第一には、ルールある経済社会を築く、そのた

めに異常に突出している財界や大銀行、大企業優先の政治の転換が必要ではな

いでしょうか。 

第二には、医療や介護、自治体の自立的運営が可能な安心安全の社会への転

換であります。 

第三には、日米軍事同盟絶対優先の戦後政治からの脱却、そして自立、自主

の平和外交に転換することが大きなテーマとなる選挙ではないでしょうか。国

民の絶えざる不断の努力によってのみ、この国の形、自治体の姿が決せられて

いく歴史的な総選挙に一人でも多く参加し、一人でも多く投票することを切に

願っているものであります。 

それでは、質問通告に沿いまして一般質問をいたします。 

四月の町長選挙で小田桐町長は再選されました。小田桐町長の基本姿勢、行

政に取り組む基本的姿勢について質問いたします。 

四月の町長選挙に当たっては、二度目の無競争でありました。運も実力のう

ちなのでありましょうか。しかしながら私は多くの町民に選択の機会を与えら

れなかったということについては、責任の一端を感じているところであります。 

また、小田桐町長は新年に当たって、住民に親しまれる役場づくりも一つの

目標に掲げておりました。町長の所信表明の中で、町長は四つの柱の諸施策を

さらに推進するとしております。その柱の一つが行財政改革をさらに推進する

ということであります。そこで町長にお聞きいたします。 

行財政改革をさらに推進するというその取り組みの中で、住民に親しまれる

役場づくりをどのように進めていくつもりなのか、お聞きするものであります。 

次に、藤崎町立保育所民営化に伴う運営希望十六法人の名称を全部公開でき

ない理由について町長に質問いたします。 
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ご承知のように、本年四月から町立三保育所の民営化により、藤崎地域では

六保育所、全部の運営が民営化されました。臨時保育士三十数名は若草保育園

に引き続き勤務し、基本的に従来のスタッフや保育内容で保育事業を実施する

ことになりました。町長は、行財政改革を進めながら、町民との協働を可能な

限り広げていく、町民協働の可能な分野を拡充していくということを表明して

いるところであります。この協働、協力を進めていく上で、欠くことができな

いのが、行政情報の公開であります。町長自身も先ほどの答弁で言っていると

ころであります。そして、公開開示の拡大によって、風通しのよい役場や協働

が促進されていくものではないでしょうか。 

そこで改めて質問いたします。 

藤崎町立保育所民営化に当たって、名乗りを挙げた運営希望十六法人の名称

を明らかにすべきであると考えるが、どうなのか。できないとするならば、そ

の理由及び参加法人のどのような権利が害されるというのか、このことについ

て明確な答弁を求めるものであります。 

次に、行政電算システムの再構築問題について質問いたします。 

平成二十年八月二十八日、東芝ソリューション株式会社、本社東京、支店仙

台市より、藤崎町における法令改正や条例改定に伴うシステム構築及び保守サ

ポートの終了の通告がされております。端的に言えば、いわば世界の大企業で

ある東芝のこの分野からの全面撤退の通告であります。振り返りますと、合併

時、システム統合のために東芝ソリューションに約二億円以上支払ってきまし

た。東芝の撤退通告を受けて、現在システム再構築にとりかかろうとしている

ようでありますが、再度二億円余りの投資が必要だとも言われております。 

そこで、町長に質問いたします。 

これらの原因と今後の対応や取り組みについて質問いたします。 

次に、町の監査制度の改善について、監査委員二名は民間人の登用とする制

度改善について質問いたします。 

藤崎町においては、条例、法令上、町議会議員より一名、民間有識者より一

名の二名となっておりますが、今後ますます事務処理の迅速処理、あるいはま

た複雑多様化する行政システムやこれらの処理が求められております。また、

団塊世代の退職等により、銀行ＯＢや県庁ＯＢなど、多様な人材も生まれてお

ります。監査制度におかれましても、民間活力に意を用い、監査委員二名を民

間人とする体制を議会の同意も得ながら進めていく用意がないのかどうかお聞

きするものであります。 
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最後に、町所有の集会施設などの修繕費の三割負担問題について質問いたし

ます。 

昨年四月一日より、維持管理に対する要綱が定められ、三割負担とされたわ

けでありますが、今後とも地域コミュニティ活動を維持発展させていく上でも

三割負担の軽減策を講ずるべきではないでしょうか。本来、町所有にかかわる

建物の主要な構造部分である柱、屋根、外壁、土台にかかわる主要構造部分は

町が必要性を認めた場合、予算の範囲内でありますが、十割町で負担するのが

原則ではないでしょうか。また、国の補正予算、そして地元中小業者の仕事確

保の点からも、緊急的に町の補助予算を拡充する、あるいはまた三割負担の軽

減策に取り組むべきだと考えておりますが、その用意がないのかどうか、町長

に質問するものであります。 

以上、町長の行政に取り組む政治姿勢にかかわる点について、壇上よりの一

般質問とするものであります。ぜひ簡潔、明瞭な答弁を期待しているところで

ありますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（齋藤惠一君） 

十四番浅利直志君の一般質問に対する答弁を求めます。 

小田桐町長。 

〔町長 小田桐智高君 登壇〕 

○町長（小田桐智高君） 

浅利直志議員の一般質問にお答えいたします。 

初めに、イロハのイの住民に親しまれる役場に向けた取り組みについてであ

りますが、先ほどの鶴賀谷議員の一般質問に対する答弁においても触れさせて

いただきましたが、役場は私たちが生を受け、土にかえるまでの一生涯の間、

関係する場所であります。親しまれる役場となるための基本的な考え方であり

ますが、将来の人口減少、少子高齢化社会に対応した自立可能な財政基盤の確

立に向けて、住民に身近で親しみのある役場を目指し、住民と協働社会の形成

に向けて、次の視点による取り組みを今まで以上に推進することといたします。 

一つ目は、自立可能な財政基盤の確立であります。財政基盤の確立には、歳

入を増加させること、歳出を削減すること、地方債を厳選すること。この三つ

の項目を実行することが不可欠であります。特に、町税などの収入率の向上に

努め、固定経費を最少とするため、事務事業の見直しや民間委託、職員数の適

正化などを進め、財政基盤の確立に努めるというものであります。 

二つ目は、身近で住民に信頼される役場づくりであります。役場は公共サー
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ビスの主たる提供者として、身近な住民の役場であり続けることを今後におい

ても推進してまいります。少数精鋭で協働社会に対応した役場改革を推進する

ため、役場の組織、機構につきましては、住民にとって、簡素でわかりやすく、

利便性が高く、また、職員にとって能力を発揮しやすく、多様な課題に柔軟に

取り組めるような組織再編を推進してまいります。 

三つ目は、協働社会の形成であります。住民と行政とがともに考え、汗を流

す地域主権が目指すべき協働社会であります。住民と連携して協働を推進する

ためには、進める上で必要な情報の共有化、活動の支援体制、参加機会の拡大、

人材育成のための各種講座の開設などに積極的に取り組み、住民と役場を結ぶ

職員の意識改革を進めてまいります。 

また、町を構成する住民、町内会、各種団体、企業、学校などと役場はそれ

ぞれの役割を分担し、相互理解を含めて、地域の課題をみずからの手で解決す

るために、地域内分権などの新たなルールや、仕組みを検討し、地域コミュニ

ティの再生、強化に取り組むこととしてまいります。この三つの取り組みを推

進し、住民に親しまれる役場となるため努めてまいります。 

次に、ロの保育所民営化希望十六法人名を全部開示できない理由についてで

ありますが、このことに関しましては、平成二十年九月の第三回及び十二月の

第四回の町議会定例会におきまして、説明をいたしましたが、応募いただいた

法人及び運営する保育所に入所されております児童並びにその保護者の方々な

どに不安感を抱かせたり、ご迷惑をおかけしてはならないということから、選

定とならなかった十五団体の法人名の公表を控えさせていただいているところ

であります。 

浅利議員からは昨年の十二月に町の情報公開条例に基づき、この十六法人名

に係る行政文書の開示請求があり、町といたしましては、公にすることにより

個人及び法人の権利、利害が害されるおそれがあると認められると判断したた

め、今年一月に、請求に関する行政文書を一部開示により公開を決定通知をし

たところであります。議員からは、この決定に関しまして、行政不服審査法に

基づく異議申立書が二月に提出され、町といたしましては、申し立ての趣旨、

理由などから判断し、町情報公開個人情報保護審査会に対しまして、諮問をい

たしました。この異議申し立ての諮問について、審査会では会議を三月と四月

に二回開催し、調査審議、意見集約を行い、一部公開とした町の決定が違法な

いし、不当とは認められないという審査会での合議から、異議申し立てを棄却

するのが相当であると答申を受けたところであります。これらのことから、町
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で決定いたしました対応につきまして、ご理解をいただきたいと思っておりま

す。 

次に、ハの行政情報システムの新規更新、保守サポート終了の原因と今後の

対応や取り組みについてでありますが、町では多様化、高度化する住民ニーズ

に迅速に答え、利便性の高いサービスの提供や医療、介護など、各種制度への

対応のため、電算システムの導入、活用による行政運営を図っているものであ

ります。現在、町が基幹システムとしている総合行政情報システムにつきまし

ては、平成十七年三月の町村合併時において、東芝ソリューション株式会社東

北支社により導入したものであり、システム導入後の保守業務につきましても、

同社へ委託しているもので、住民記録業務、徴税業務を初め、三十二業務につ

いて運用しているところであります。こうした中、昨年の八月、東芝ソリュー

ション社から、同社総合行政情報システムワピアＥＸのユーザーが市町村合併

により全国で七十自治体ほどから十七自治体まで減少し、法改正などによるシ

ステム開発において、コスト高となり、新システムの開発自体が困難に陥って

いることから、同社として総合行政情報システムに係るシステム開発を今後凍

結することを打ち出し、当町の総合行政情報システムに対する保守サポート業

務のうち、法改正、制度改正に伴うシステム改編への対応については、平成二

十二年度末までの法改正など、施行分に限って、また法改正への対応を除く機

器などの保守については、平成二十三年度末で終息するという申し出があった

ものであります。この申し出を受けて、町では今後の行政運営に係る影響、対

応について庁内で検討を行なった結果、平成二十三年四月以降、仮に現行シス

テムの改編を必要とする制度改正などが行われた場合、これに対応したシステ

ム運用が不可能となり、行政サービスに支障を生じることなどが見込まれるた

め、平成二十三年四月本稼動を予定として、現行の行政情報システムを更新す

ることといたしたものであります。 

去る三月の町議会定例会においての平成二十年度補正予算として、一部関係

予算の議決をいただき、現在新たな行政情報システム再構築のための作業を進

めているところであります。現段階では、新システムの再構築のため、約二億

五千万円前後の経費が必要と見込まれておりますが、町ではこれまで対応を検

討する過程において、経費削減並びに財源確保のため、東芝ソリューション社

に対するデータ移行費などの圧縮削減の交渉や、財政支援を含めた県への相談、

要望、さらには断念する結果となりましたが、当町と同様の問題を抱えている

平川市との電算システム共同化の調査、検討などの取り組みを行ってきたとこ
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ろであり、今後もこれら取り組みを継続するとともに、国の交付金の活用がで

きないかどうかの検討を加えるなど、コスト削減、財源確保に最大限努力を重

ねてまいりたいと考えております。 

また、今後、システム再構築委託業者が決定し、必要な経費が判明した段階

におきまして、改めてシステムの構築スケジュールなど、詳細についてご説明

申し上げたいと考えております。 

次に、ニの町の監査委員二名は民間人登用とする制度改善についてでありま

すが、ご承知のとおり、町の監査委員の委員定数に関しましては、地方自治法

により規定されており、人口二十五万人以下の市及び町村におきましては二名

となっております。監査委員は町長部局から独立した立場を認められた地方自

治法で定める執行機関の一つであり、公正、普遍な立場で町民の貴重な税金が

無駄遣いされていないか、それぞれの事業が本来の効果を上げているのかチェ

ックすることが業務となっております。当町では、法の規定に準じ、条例によ

り監査委員は二名とし、行政運営に関して識見を有する委員を一名、議会の議

員から一名を議会の同意を得て選任し、例月出納検査、定期監査、決算審査及

び基金の運用状況審査、検査及び審査の結果に関する報告などを公正、普遍な

立場で監査等を行っていただいているところであります。 

次に、ホの町所有集会施設などの修繕費三割負担についてでありますが、町

所有の集会施設の管理運営及び修繕の取り扱いにつきましては、合併協定の際

にも大きな課題でありましたが、町内会連合会のご意見を伺いながら、庁内検

討会議において、集会施設等の維持管理形態統一方針を定め、平成二十年四月

より指定管理者による管理運営をお願いしているところであります。この中で、

修繕費の取り扱いについても協議がなされ、二十の集会施設の公平性や施設の

使用料を指定管理者の収入とする利用料金制の導入などを考慮し、また、施設

使用者が自分たちの施設は自分たちで管理するという自覚の醸成を図るため、

修繕費を補助する方式を採用し、その費用の三割を地域にご負担いただくとい

う方針でお願いしております。このことにより、不測の修繕が発生した場合で

も指定管理者が主体性を持って迅速に対応することができ、利用者の利便性の

向上が図られるものと考えております。 

以上、浅利議員の一般質問に対する登壇での答弁といたします。 

○議長（齋藤惠一君） 

十四番浅利直志君の一般質問に対する答弁が終わりました。 

十四番浅利直志君に再質問を許します。 
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浅利君。 

○十四番（浅利直志君） 

今町長から答弁いただきました。一応質問通告に沿って再質問をしたいと思

います。 

初めに、住民に親しまれる役場に向けた取り組みということで、町長から財

政の確立も含めて親しまれる役場づくりのためには必要なんだと、財政が土台

だというような話しまであったんですけれども、それらも土台にはなるんでし

ょうけれども、私はもっとやっぱりもう少しこの問題で具体的に何かだれかが

つくった作文を読んでいるようで、町長もさっぱりしなかったんじゃないかな

というふうに私は思っているんですけれども、それで、この間、水曜日に時間

延長しましたよね。これは大分定着してきたと思うんです。税金を納める、あ

るいは母子世帯の請求だとか、あるいは印鑑証明書、それから住民票、こうい

うものはかなりとらえてきたと思うんです。私まずこれを一週間に一日やって

いるんですけれども、この近辺でもなんも近隣に足並みを合わせる必要はあり

ませんから、やっていないと思うんですけれども、今までのことを検証しても

う一日ふやすとか、そういう検証とか、増加の検討とか、そういうものをして

みたらどうなんでしょうかというふうに思っていますけれども、その点につい

てはどうでしょうか。 

○議長（齋藤惠一君） 

総務課長。 

○総務課長（三上 治君） 

窓口延長については、毎週水曜日六時半まで延長しておりますが、ただ、こ

れは去年の四月からということでやっております。それで、データとしまして

は住民課、福祉課、税務課関係合わせまして、年間で一千二十三件程度でござ

います。それら等も考慮して、もう少し様子見てもっと利用状況の要望がある

とすれば、そういうことも踏まえてもう少し様子を見て検討してまいりたいと

思います。 

○議長（齋藤惠一君） 

浅利君。 

○十四番（浅利直志君） 

検討してみるという、検証と検討をやっていただきたいというふうに思いま

す。 

最近、私この親しまれる役場、通告したと同時に、住民課にベビーベット、
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これが設けられたんですね。これはいいことをやったというふうに私は理解し

たんですけれども、町長の発案というよりも課の発案なのか、ベビーベットを

置いてやることが、結局お母さんたちが申請に来たときに、安全性の問題もあ

るんでしょうけれども、非常にいいことじゃないかなというふうに私は思って

いるんですけれども、一体これには予算的にはどれぐらいかかっているんです

か。そんなにかからないんじゃないかと思うんですけれども、いいことをやる

のにどれぐらいかかったのか。財政が大事だ大事だと言っていますけれども。 

○議長（齋藤惠一君） 

住民課長。 

○住民課長（浅利勇蔵君） 

お答えいたします。 

私以前から来庁者の方が赤ちゃんを抱えながら申請事務を行っているという

ことにつきましては、非常に危険だなという感じがしておりました。それで、

当初予算におきまして五万円ほど計上したところ、それは対応できるというこ

とでしたので、早速新年度予算から五万円を歳出するという考えでおります。 

以上でございます。 

○議長（齋藤惠一君） 

浅利直志君。 

○十四番（浅利直志君） 

五万円ほどだということですので、安全性の問題に配慮もしながら、そんな

に億だとか、一千万円だとか、そういう単位でなくても、住民サービスを親し

まれる役場に提供できることがあるんだと。時差出勤して水曜日対応するとか、

ぜひそういう視点を忘れないで追求していただきたいというふうに、基本的に

はそういうふうに思いますので、今後の取り組みを注視したいと思います。 

この問題についてもう一つだけお聞きいたします。 

町長、この四年間の任期中には、常盤の支所を廃止するというようなことは

ゆめゆめ考えていないでしょうね。考えていらっしゃるんですか、その辺はど

うでしょうか。 

○議長（齋藤惠一君） 

町長。 

○町長（小田桐智高君） 

お答えいたします。 

これは前の任期にも議論がありましたけれども、検討委員会で協議をしてい
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ただいております。何といっても地域の方々の利便性を考える支所、あるいは

本所でありたいと、こう思います。そして総体的に親しまれる役場、親しまれ

る行政機関ということに注意を払ってまいりたいと、対応したいと、こう思っ

ております。具体的な支所の行方につきましては、地域の方々の理解が得られ

た段階、あるいはその他の条件を加味しまして、これは対応を考えてまいりた

いと、こう思っております。 

以上です。 

○議長（齋藤惠一君） 

浅利君。 

○十四番（浅利直志君） 

時間の制約もありますので、ホの町所有集会施設などの修繕費の三割負担問

題についてお聞きしたいと思います。 

私が聞いた一つは、地域の集会施設、コミュニティ施設、これは今後ともや

っぱり維持していくというか、コミュニティ活動そのものを維持していく上で

は必要なことだと思うんです。ただ、旧常盤の場合と藤崎の場合と、歴史、常

盤の場合は集落ごとに集会施設をつくってやるということに力点を置いてきた

ものですから、経過が違いますけれども、私が聞きたいのは、やはり十万円以

上かかるものについては三割負担だと、修繕費については。でも、その建物の

構造の主要な部分については備品だとか、そういう障子だとか、そのたぐいと

違うわけですから、基本的には行政で、行政の依頼を受けて指定管理の活動も

しているわけですので、そこの一律三割じゃなくて、柱や屋根だとか、外壁だ

とか、主要な構造にかかる部分は行政が責任を持って、やっぱり対応するべき

だと思うんですよ。それができないんだったら、今度からその施設は要らない

ですというふうにはっきり宣告せざるを得ないというふうに思いますので、主

要な構造について、行政負担を十分考えるべきであって、三割負担から二割負

担だとか、軽減策をとるべきだと思っておりますけれども、その点について町

長のお考えをお聞きいたします。 

○議長（齋藤惠一君） 

町長。 

○町長（小田桐智高君） 

お答えいたします。 

この集会施設、あるいは町所有、あるいは地域所有という別はあるようであ

りますけれども、この別をとりあえずなくするという考え方で理解をしてもら
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うということがまず大事なのかなと、こう思っております。町所有だから町が、

地域所有だから地域がというのではなくて、いずれも地域の皆様方に便利に合

理的に使っていただく施設ということで、そのためにその区別なく、行政が修

繕が必要であれば支援する、バックアップする、補助するという考え方でまず

町内会連合会の皆様初め、関係各位と何年にもわたって、これは理解を深める

ために、継続して今検討させてもらっているところであります。集会所に限ら

ず、この行財政改革の中にも実績としてやってまいりました。町民の皆様にこ

れは本当に多大にご負担、あるいはご理解をいただかなければならないもので、

集会施設に限らず、公共施設全般に利用料、使用料というものがかかってまい

りますけれども、この点もまだまだ細部にわたって検討や改善していかなけれ

ばならない点があるんですけれども、いずれにいたしましても、利用する方々

も一部負担していただいて、それで長く使っていただくと、大事に。こういう

公共施設というのは自分たちの施設でもあるという考えにぜひなっていただけ

ればなと、こう思っています。 

集会施設に私、年間を通して数限りない回数で皆さんにご案内をいただきま

して、お邪魔するわけですけれども、「ここは皆さんの自宅と同じですよ」と

いうお話しをさせていただいております。私の立場上、都合上ですね。皆さん

にもぜひ「これがなければ困るでしょう」と、「これは皆さんの自宅、あるい

は住宅の一部だと思って使っていただきたい」と。「ですから、皆さんにも一

部負担していただいて、でも大部分、多くの部分は行政でもお手伝いできるだ

けしたいです」と。その多くの部分といったら何なのかというと、割合でいう

と、本日お示ししましたように三割負担と、こういうふうになるわけなんです

けれども、それも細かく今はまだ、同じ三割でも詳細に検討すると額やそうい

う費用の負担分が出てくるということで、今総務課と関係団体、町内会の皆さ

んと理解していただけるところで協議しているところであります。そういった

ところで、集会施設自体のこのところは町負担、このところは住民負担という、

そういう分け隔ても、これもまたなく、全部が皆さんの家と同じ施設だという

こと。だけれども、負担は常識的なできる範囲でお願いしたいということにな

ると思いますので、ぜひご理解をいただきたい。浅利議員も町内会長の責任あ

るお立場のお一人ですので、今回あえてこれも取り上げていただいたと思うん

ですけれども、皆さんに多くの負担はいただくことにならないと思いますので、

ひとつ常識の範囲で、負担できる範囲で、何とかご理解をいただければなとい

うことで理解をしていただきたい。 
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以上です。 

○議長（齋藤惠一君） 

浅利君。 

○十四番（浅利直志君） 

地域の施設だという、そして町民、そこの地域住民の施設だというふうなこ

とで大事に使いたいというふうには思っております。ただ、私が気になってい

るのは、藤崎町では町内会単独で建てている施設もあるわけです。その辺につ

いてのやっぱり全体の補助枠をちょっとここ一、二年だけでもいいから特例だ

ということで、補助枠を拡大して、町内会単独でつくったものはその町内会で

みんなやれよというようなことも改めてほしいなというふうに思っております。 

これとちょっと関係して、お聞きしたいんですけれども、緑団地の集会所と

いうのがあります。何か聞くところによりますと、これほとんど床が抜けそう

で、よく建っているんだなというふうに言われたんですけれども、私も見てみ

たんですけれども、中は見てみなかったんですけれども、緑団地の集会所とい

いますか、団地と一体のものなんだと思いますけれども、これはその住民、団

地の人が三割負担するとか、そういうことはあるんですか。それを全部行政で

責任を持ってやるんですか、どういうふうに現状はなっていらっしゃるんでし

ょうか。 

○議長（齋藤惠一君） 

建設課長。 

○建設課長（兵藤 寿君） 

お答えいたします。 

今浅利議員が費用負担のことでお尋ねだと思いますけれども、これは集会所

という名前、現在呼ばれているわけですけれども、条例にもたしか位置づけら

れております。しかしながら、緑団地の集会所そのものの始まりが、団地の管

理棟という形で建設されたものでございます。したがって、各集会所を指定管

理者制度を行いましたけれども、ここだけは例外的に外しております。したが

って、全額町が負担して修繕するということでございます。 

以上です。 

○議長（齋藤惠一君） 

浅利君。 

○十四番（浅利直志君） 

全額町で負担して施設の本来の役割が果たせるようにするということであり
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ます。引き続きこの問題は、現在の国が進めている雇用対策だとか、あるいは

地元の仕事おこしというか、そういう点も含めてここ一、二年についてやっぱ

り弾力的な取り扱いをして、補助枠をふやすような取り組みをしていただきた

いということを強く要望して、次の質問に移りたいと思います。 

ハの行政システムの新規更新、これ東芝さんができませんよというようなこ

となんですけれども、私がまず第一番目に疑問に思っているのは、町長も正確

に言ったんだと思いますけれども、「凍結だ」と言っているんですよね。何か

そして私が通告文書をもらいましたら、こういうふうになっていますね。「新

規システムの開発を凍結させていただくことになりました」というふうになっ

ているんですけれども、何かおかしいんじゃないかなと思うんです。凍結とい

うのは、中止と大体同じで、またやりますよと、今はやれませんよというよう

なことに普通の日本語ではそうなんですけれども、これは凍結というよりも、

東芝の世界戦略といいますか、いわゆる家電もあんまり売れない、そういうよ

うな中で私の聞き及ぶところでは原子力産業に力を入れて、東芝としてはやっ

ていくんだというようなことも相まって、凍結じゃなくて、実際は中止、撤退、

こういうふうに理解すべきだと思うんですけれども、その辺の認識はどうなん

でしょう、担当課長でもよろしいですので、お聞きいたします。 

○議長（齋藤惠一君） 

企画課長。 

○企画課長（小杉利彦君） 

お答えいたします。 

浅利議員に対します先ほどの町長からの答弁では凍結という、これにつきま

しては東芝ソリューション社からの通知書、これが凍結というふうになってご

ざいますので、そこのところの引用での答弁という形になったものと思ってお

ります。しかしながら、我々といたしましては、ただいま浅利議員からお話し

がありましたとおり、撤退というふうな感じで実際はとらえてございます。 

以上であります。 

○議長（齋藤惠一君） 

浅利君。 

○十四番（浅利直志君） 

実際には撤退だということであります。原因は合併によって東芝を使う自治

体が大幅に少なくなったということと、東芝としての事業をどういうものに特

化させていくのかという中で起きてきた問題であり、しかしながら、実際はま
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た二億五千万円というような話しも二億円余がまたかかるという問題でありま

す。目に見えない形で、こういう出費を強いられるというふうなことになって

いるわけです。私は一つ問題にしたいのは、例えば前に合併するときに二億円

かけたと。半分がいわゆる打ち込みだとか、データベースをつくるための費用

だと。あと半分はハード面というか、そういうふうなものだったとしても、こ

の一億円余りが全くまた使い物にならない機械だけがあるというようなことに

なるんだというふうに想像するんですけれども、今の取り組みを見ますと。 

そこで私がお聞きしたいのは、当初の契約、これからもまた新たなところ、

業者を選定してやるんであれば、富士通さんであるか、どこか知りませんけれ

ども、その契約の段階で歯どめを打っておかないとだめだと思うわけです。撤

退するときはどうするんだと。違う業者を紹介しますとか、あるいは今要求し

ているデータ移行に伴う五千万円かかるものを半分にするんだとか、そういう

歯どめ策の契約が何ら見えないと思うわけです。業者の言いなり、これではま

たどういう状態でどう転ぶかはわからないわけでありますので、その辺の契約

上の不備について、やっぱりあったのかなというふうに私は思います。だから、

今後そういう契約上の万全を期す、あっちから来た契約をそのままじゃなくて、

こっちにも有利なような歯どめがかかるような契約をすべきだと思っておりま

すけれども、今後の取り組みと契約問題について、どういう認識なのか町長及

び担当課にお聞きいたします。 

○議長（齋藤惠一君） 

町長。 

○町長（小田桐智高君） 

まず、私から基本的な町の姿勢としてお答えしたいと思います。あと補足が

あれば担当課に補足していただきたいと思います。 

凍結云々という東芝ソリューション社側からの一方的な申し入れでシステム

が使えなくなるんだということに関しては、全く不本意でありまして、私初め、

町関係者は納得いかないと、当初から感じておりましたし、今でもそのために

だけれども、住民の町民を初め、町のあらゆる情報がこのいわゆる簡単に言う

とコンピュータシステムに入るわけであります。その町のあらゆる情報が入っ

ているシステムは非常に大事なものであります。したがって、専門的でもあり、

特殊なものでもあるようであります。その一つのメーカーが独占的に管理して

いるこのシステムというものがその会社が管理運営していけなくなるといった

ときには、もう何というか、大変な思いでいるわけであります。約束したこと
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をちゃんと履行してくださいよと。そういう思いで今もいます。この点につき

ましては、じゃあそういった補償的なものがどうなるのかと、管理運営できな

いのであれば、次のメーカーを選定したときにはどう移行するのかといったこ

とを法的な手続とか、そういったものに関して、補償とかに関して当然出てく

る問題になりますので、その点は町の契約しております弁護士等とも相談をい

たしまして、交渉事を進めてまいりたいと、こう思っておるところであります。 

いずれにいたしましても、この移行がスムーズに行われないということにな

りますと、もう先ほど言いましたように、全部の町の情報、町の心臓部がそこ

にあるわけでありまして、これは慎重にも慎重を期して、これをスムーズに次

のメーカー、保守管理の業者に移行させていきたいと、こう思っております。 

いずれにいたしましても、今回の件については町民各位、議員各位に対しま

して、これは全く予期していない事態、そしてまた必要以上の予算、財源がそ

こにかかわってくるわけでありますので、私からはこの点はおわびを申し上げ、

さらに先ほど浅利議員がおっしゃいましたように、今後の対応につきましても

二度とそのような事態にならないように対応策も万全を期しながら、この問題

を対応していきたいと思います。これは平成二十三年云々までかかっていきま

すので、ということで、もう一、二年かかるわけです、スムーズな移行をする

ためには。この期間、町民の皆様にも議員各位はもちろんですけれども、皆様

にも安心していただくためにも、十分ご説明をいたしながら、これをスムーズ

に移行をやってまいりたいと思いますので、よろしくご理解を賜りたいと思い

ます。別な機会にもるるその時点での詳細説明をさせていただきたいと思いま

す。 

以上です。 

○議長（齋藤惠一君） 

浅利君。 

○十四番（浅利直志君） 

それでは、最後に、保育所民営化十六法人名ですね。 

明らかにできないという全部開示には応じかねるという問題についてですけ

れども、これも法人に迷惑がかかる、津軽弁でしゃべれば、「迷惑かかるはん

で」というふうにおっしゃっているんですけれども、法人の利益や権利といい

ますか、そういうものは、どういうふうに迷惑かかるんですか。みんな入札と

同じ状態でやったわけでしょう。どういうふうに迷惑かかるんですか、その点

についてお聞きいたします。 
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○議長（齋藤惠一君） 

町長。 

○町長（小田桐智高君） 

登壇でもお話ししたとおり、この件につきましては、前二回の議会でも答弁

させていただいております。十六法人名を全部開示できないということで、町

の私の考え方を重ねて答弁させていただいたところであります。この開示を求

める側とそれから開示を拒否する側と両者あるわけでありますので、その行司

をしていただくために審査会というものを開催いたしまして、その結果を浅利

議員、あるいはまた公示をしてありますので、その点については重複した答弁

を差し控えさせていただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（齋藤惠一君） 

浅利君。 

○十四番（浅利直志君） 

情報にも期限のついた情報開示というか、これは秘密だよと言って、いわゆ

る大きい国の話しでいけば、いわゆる核持込ですね、これは合意していたんだ

というのを三十年もたってからわかったじゃと、東奥日報にも赤旗の新聞にも

報道されておりましたけれども、この情報開示についても今のところ無期限で

開示をしないというふうなことなんですか、その点を最後お聞きしておきたい

と思います。 

○議長（齋藤惠一君） 

総務課長。 

○総務課長（三上 治君） 

この件につきましては、指定管理者制度ということで、法人と十年間契約と

いうことで、その辺で考えておきたいと思います。 

○議長（齋藤惠一君） 

浅利君。 

○十四番（浅利直志君） 

十年後にはというようなほどのものじゃなくて、公募をしているわけであり

ます。町の責任で、なおかつその申し込んだ法人十六に対して、秘密といいま

すか、その名前も伏せるんですというふうなことをあらかじめ通告しておいた

というふうにも思えません。ですから、今となってはもう業務を遂行している

わけですから、ほとんど弊害がないというふうにも解釈されますので、ぜひ町
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長が言っている情報公開して、協力、協働の住民と役場の協働づくりを進めた

いというようなことの一つでもありますので、積極的な開示と公開を強く求め

て質問を終わりたいと思います。 

○議長（齋藤惠一君） 

  これで十四番浅利直志君の一般質問は終了いたしました。 

これをもって昼食といたします。 

再開は一時五分といたします。 

休 憩 午後 〇時 六分 

                                     

再 開 午後 一時 五分 

○副議長（平田博幸君） 

改めましてこんにちは。 

議長が所用のため、暫時議長の職を行います。 

それでは、活発な議論を期待し、休憩を取り消し、会議を再開いたします。 

三番奈良岡文英君に一般質問を許します。 

奈良岡議員。 

〔三番 奈良岡文英君 登壇〕 

○三番（奈良岡文英君） 

議長の許しを得ましたので発言させていただきます。 

皆さん、午後のお疲れのところ、よろしくお願いいたします。 

議席番号三番奈良岡文英であります。 

平成二十一年第二回藤崎町議会定例会に当たり一般質問をさせていただきま

す。 

我が国の経済状況は、世界不況の中で主要先進国の中でも最悪と言われるほ

ど危機的な状況が続いています。青森県においても、経済指標の一つである有

効求人倍率は四月に〇・二七倍で、全国最下位となっています。依然として厳

しい経済情勢は続いています。こうした中、地方の行政は極めて厳しい行財政

運営が強いられており、我が町を初め、地方自治体を取り巻く環境についても

政府の三位一体の改革を初め、各種制度の改革が進められる中で、景気低迷の

影響を受けて、町税の減収など、町財政にも非常に厳しい影響を及ぼしており

ます。こうした右下がりの厳しい社会情勢の中、四月の町長選挙において、小

田桐町長は再選されたわけでありますが、藤崎町長二期目の町政運営に当たり、

先日の臨時議会において一万六千五百人の町民に対して、その所信を明らかに
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しました。その内容はまちづくりを進める上で、町民が主役であり、町民の意

見を真摯に受けとめ、すべてにおいて公平、公正であり、常にみずからの責任

で先頭に立ち、全身全霊を捧げ、誠実に真剣に町政に取り組む決意を示し、藤

崎町の次代を担う子供たちがふるさとに誇りを持てるよう、次の四項目を柱と

して諸施策を推進していくとしています。 

第一に、行財政改革のさらなる推進、第二に、少子高齢化に対応する環境整

備、第三に、基幹産業の振興、第四に、生活環境の整備を図っていくとし、向

こう四年間の町政運営の施政方針を示しました。 

それでは、通告しておいた小田桐町長二期目の施政方針について質問させて

いただきます。 

まず第一点目は、町長のさきの所信表明にもありました基幹産業である農業

の振興について伺います。 

我が町はこれまでリンゴと米を主体とする農業とともに発展してきました。

リンゴでは今や世界一の品種となったふじの発祥の地、稲作では有機米やクリ

ーンライスなど、売れる米の先進的な取り組み、また、品質日本一のニンニク

の産地として産地化に取り組んできました。土地の利用状況を見ますと、町の

総面積の四八・七％が田、二三％が畑、合わせて町全体の七一・七％が農地で

あり、人口比で見ると農家人口は約六千五百人となっており、町民全体の約四

割の人が農業に関係しています。いうまでもなく我が町の基幹産業は農業であ

り、私たちは将来にわたり農業の振興を図り、魅力のある農業を展開し、担い

手を育成し、次の世代に美田と緑に囲まれた風光明媚な景観を残していく責務

があると思います。しかし、少子高齢化に伴う担い手不足やコストのかからな

い効率のよい農業経営をするための生産基盤の整備、消費者のニーズに対応し

た売れる農産物の生産など、様々な課題を抱えています。 

そこで、通告した項目の農産物の販売宣伝対策について伺います。 

今日の農業は農産物を生産するだけでなく、販売する、どうすれば売れるの

か、買ってもらえるのかという意識を常に持っていかなければなりません。ま

た、生産者がお互いに手を携えて連携して、産地を形成し、ブランド化し、他

の産地と競争していかなければならない時代になっています。町としては、農

産物の産地を形成し、販売力を強化し、藤崎ブランドをつくっていくためには

どのように取り組んでいるのか伺います。 

次に、地産地消の推進について伺います。 

近年消費者の農産物に対する安全安心志向の高まりや生産者の販売方法は多
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様化していく中で、地域で生産されたものを地域で消費して消費者と生産者を

結びつける地産地消への期待が高まっています。また、政府は、食料、農業、

農村基本計画の中で、地産地消を食料自給率向上のために重点的に取り組むべ

きとして推進するとしています。地産地消に取り組むことによって地域社会に

及ぼす影響はたくさんあると考えられますが、まず消費者と生産者が顔が見え、

対話ができる、そういう関係を構築することによって両者の物理的な距離はも

ちろんのこと、精神的な距離も近くなり、対話、コミュニケーションが図られ、

消費者の地域農産物への愛着心が深まり、地域社会の活性化につながるのでは

ないでしょうか。 

そしてもう一つは、地産地消に取り組むことによって消費者と生産者が相互

に理解を深め、信頼関係を築くことによって、地域の消費者一人一人が地元農

産物の情報発信者となり、地域内のみならず、遠くの大消費地へのＰＲ効果も

期待できるのではないでしょうか。我が町にはリンゴのふじ、米のクリーンラ

イスを初め、野菜では常盤ニンニク、アスパラガスなど、特色のある農産物が

たくさん生産されています。これらの農産物を消費宣伝、アピールしていく上

で、町として地産地消運動にどのように取り組んでいるのか伺います。 

次に、担い手の育成について伺います。 

近年、農業を取り巻く情勢は、世界的景気低迷や輸入農産物の大幅な増加な

ど、常に世界情勢に目を向け、そしてそれに対応していかなければなりません。

また、長引く農産物の価格低迷により、農業経営が圧迫され、それによって担

い手の減少や農業後継者の減少を招き、さらに農村の高齢化が進んでいます。

我が町の基幹産業である農業を将来にわたり魅力ある農業として若者が定着し、

持続的に発展させることが重要であります。若者が生き生きと活動し、地域農

業の担い手となることは、地域農業のみならず、町の活性化にもつながってい

きます。農業経営基盤強化促進法により、認定農業者の育成や支援、また、新

規就農者の育成確保に力を入れて取り組んでいるところですが、重要なことは、

経営基盤の強化を図り、農家所得の向上を図ることであります。我が町の農業

の将来を担う担い手の育成について伺うものであります。 

次に、第二点目の教育の基本方針について伺います。 

社会構造が高度化、多様化した現代は、社会情勢が急速に進展し、それに対

応していくために生涯にわたって学習し、自己を高めようとする住民意識に対

応していく必要があります。例えばコンピュータ社会になり、情報が氾濫し、

インターネットが普及し、いながらにして世界中のどんな複雑な情報でも瞬時
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に正確に処理される時代になり、人間の情報処理能力をアナログからデジタル

処理に変換していくという学習など、自らの意思で学習し、生きがいのある豊

かな人間生活を送るために、生涯にわたり学習するものであります。社会の変

化に伴い多様化した価値観や、要求にこたえるための学習機会をつくることが

大切であります。この生涯学習についての基本方針について伺います。 

次に、学校教育における地域学習について伺います。 

近年は子供たちを取り巻く環境は大きく変化しています。少子化が進み、子

供の数が減少し、兄弟や地域の子供同士で人間関係を学ぶ機会が減っています。

また、家庭では、核家族化が進行し、祖父母がいない家庭が多くなり、家の中

に閉じこもりがちになり、地域の伝統行事に参加したりして、地域住民と接す

る機会が少なくなり、地域の伝統的文化や歴史、習慣、産業など、地域社会か

ら学ぶ機会がなくなってきています。地域社会の連帯感が希薄になっている現

代こそ、子供たちと地域社会のとの距離を近づけるためにも、学校において地

域の歴史、文化などについて学習することが大切であります。生まれ育った地

域を誇りに思い、住みよい地域社会を次の世代に引き継いでいくためにも、地

域を学習することが地域の再生につながっていくと考えます。学校教育におい

て、地域学習はどのような位置づけになっているのか伺います。 

最後に、人材育成について質問いたします。 

藤崎町が将来にわたって発展していくためには、子供から青少年や大人まで

町の将来を担う人材を育てること、人材育成が大切です。その内容は多岐にわ

たるかと思いますが、各種の研修会や講演会の主催や、参加の機会をつくり、

また、それを支援すること、百聞は一見にしかずと言いますが、見聞を広げる

ための派遣事業を起すなど、人材育成に関する町の方針を伺います。 

以上で通告した内容の質問を終わりますが、答弁については全町民に対して

責任のある答弁をお願いして、登壇での発言を終わります。 

○副議長（平田博幸君） 

三番奈良岡文英君の一般質問に対する答弁を求めます。 

小田桐町長。 

〔町長 小田桐智高君 登壇〕 

○町長（小田桐智高君） 

奈良岡文英議員の一般質問にお答えいたします。 

初めに、町長二期目の施政方針についてのイ農業の振興についての農産物の

販売、宣伝対策は何かについてでありますが、当町においては、ＪＡつがる弘
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前とＪＡ津軽みらいの二つの大規模農協の体制がとられており、その中で米、

リンゴを主体に大豆、ニンニク、トマト、アスパラガス、花卉を振興作物に位

置づけ、農政を推進しております。これらの作物は、既に市場で一定の評価を

受け、広く流通しており、今後とも町内二農協と連携をとりながら販売の拡大

を目指して、推進していくこととしております。また、当町は平成十九年度か

ら、町内十九地区において、農地・水・環境保全向上対策に取り組んでおり、

農業者だけでなく、町内会、子ども会、老人クラブなどの団体と花の植栽やご

み収集などの環境保全活動を展開してきております。その活動の中で化学肥料

や化学合成農薬を低減した環境に優しい営農活動にも取り組んでおり、これら

の活動を強力に推進、宣伝していくことにより、産地としてのイメージアップ

を図り、農産物のブランド化を推進していきたいと思っております。 

また、今後ともあらゆる機会をとらえて、当町農産物のＰＲに努めていく考

えであります。 

次に、地産地消の推進についてでありますが、昨今生産者の顔が消費者には

見えにくくなるなど、生産者と消費者の距離が遠ざかり、相互の関係が希薄に

なってきております。このような中で、地産地消の推進は、生産者と消費者の

距離を近づけ、両者の顔が見える関係をつくったり、両者のつながりを深めて

いくなど、さまざまな効果を生み出していくものと考えております。当町はま

ず、学校給食において地産地消に取り組んでいくこととしており、給食センタ

ー及び納入者側のお互いの情報の共有化を図り、納入者側としましては、産直

施設である食彩ときわ館、ＪＡつがる藤崎ふじの里、ＪＡ津軽みらい常盤かあ

さんの店を主体として展開していくこととしております。 

また、納入者側の窓口一本化のため、その三事業所のまとめ役として食彩と

きわ館が担い、給食センターとの発注、納品の調整をし、町内産食材の地産地

消率のアップを図っていく考えであります。今後町全体で地産地消を推進する

ことにより、子供たちのためだけでなく、町民全体の食の安全、安心の確保や

食育の推進、地域産業の活性化などが図られていくものと考えております。 

次に、担い手育成についてでありますが、当町の農業経営基盤強化促進に関

する基本構想には、個々の農業者みずからが将来の経営に関する目標を定め、

その目標の実現に向けた経営改善や農地の利用、集積の促進などにより、農家

所得の向上を図り、農業経営の基盤を強化していく必要があり、そのためには

認定農業者や新規就農者の育成、確保が重要であるということが位置づけられ

ております。認定農業者の支援策としては、農業委員会による農地の利用集積

 - 37 -



の支援、割増償却等の税制上の特例の活用、スーパー総合資金等の制度資金の

融通、経営改善に関する研修などの実施、米、大豆等の水田経営所得安定対策

の補てん等を実施し、新規就業者へは新たに農業経営を行うための相談活動や

就農計画の作成などの支援、栽培技術指導及び各種研修会への活用への支援、

営農及び生活費の確保への支援、農地、営農施設、機械、住居の確保に対する

支援などを町、農業委員会、農協、中南地域県民局などとの連携を図り、支援

していくこととしております。 

また、県の事業には、認定農業者個人や新規就農者のうち、県から認定を受

けた認定就農者個人でも実施できる事業があり、県の補助に対する町のかさ上

げ助成も実施していく予定であります。 

次に、教育の基本方針についての生涯学習の推進方針は何かについてのご質

問にお答えいたします。 

町における生涯学習の推進方針は、藤崎町総合計画との整合性を図りながら、

住みよいまちづくりを目指し、みんなで創る心豊かな優しい町を基本テーマに、

いつでも、どこでも、だれでも、何でも楽しく自由に学ぶことができる生涯学

習の推進を基本方針として進めてまいります。推進に当たりましては、平成二

十年に藤崎町生涯学習推進本部を設置し、平成二十年十二月に期間を平成二十

一年度から五年間とする藤崎町生涯学習推進基本構想基本計画を策定し、平成

二十一年四月には、平成二十一年度藤崎町生涯学習実施計画を策定しておりま

す。事業を担当する各課の体制を充実させるとともに、住民の学習活動を支援

するため、指導者、コーディネーターの養成確保に努めてまいります。 

次に、学校教育における地域学習についてでありますが、各小、中学校では

総合的な学習の時間の中で、自分たちの住んでいる地域を探訪したり、特産物

や施設見学などを通して、地域の人たちとのかかわりを持ち、ふるさとを見つ

めようという学習に取り組んでいるところであります。 

次に、人材育成についてでありますが、町では社会教育団体の育成を通して、

人材育成に努めております。現在、文化協会、体育協会、婦人会、子ども会育

成連合会、ジュニアリーダー会、スポーツ少年団の六つの団体に補助金を交付

しております。各団体ともそれぞれに自主的に活動をしており、今後のますま

すの活躍を期待し、町としても各団体への支援を図っていきたいと考えており

ます。現在、町では藤崎町人材バンクへの登録を勧め、幅広く人材の確保に努

めております。今後は町民を県内外へ派遣し、人的交流、見聞に努めて、人材

育成を図ってまいりたいと考えております。 
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以上、奈良岡議員の一般質問に対する登壇での答弁といたします。 

○副議長（平田博幸君） 

三番奈良岡文英君の一般質問に対する答弁が終わりました。 

これより三番奈良岡文英君に再質問を許します。 

奈良岡文英君。 

○三番（奈良岡文英君） 

詳細な答弁ありがとうございます。 

まず、町長に聞きたいんですけれども、四月の町長選挙で町政報告会という

ことで各地域を回っているときに、将来町の基幹産業は農業であると、言い方

はちょっと詳しく記憶していませんけれども、特に農業の振興に力を入れてい

くというふうな言い方をしていましたけれども、今ここでその決意に変わりが

ないかどうか、それを確認したいと思います。よろしくお願いします。 

○副議長（平田博幸君） 

小田桐町長。 

○町長（小田桐智高君） 

お答えいたします。 

町民からいただいた、先ほどの質問、議員からもありましたけれども、幸運

な町長でありまして、この際、四年の任期を与えられましたことに感謝申し上

げますとともに、この幸運、運のよさを町全体に広めてまいりたいと思います。

私が掲げた小田桐町政の施策展開四つの項目、柱、この中のどれも重要であり

ますけれども、強いて町の地域経済を支えるものとしての産業として第一次産

業が大事であるというふうに、奈良岡議員の前でも選挙期間中でもお話しを申

し上げた。町民の前でもお話しを申し上げてきたとおりであります。奈良岡議

員にもご指導いただきながら、農家経営の安定、これを目指してまいりたいと

思います。町にはそのためのリンゴ、米、ニンニク、アスパラガス、あるいは

花卉、こういった農産物、有力な品種があるわけでありまして、これをぜひ有

利に販売できるように、そして農家の皆さんが安定した経営をされますように、

農業振興、あるいは商工業の振興に努めてまいりたいと、こう思う次第であり

ます。 

つけ加えて申し上げるならば、先日の土曜日に、東京に出張に参りまして、

首都圏藤崎町という会があります。ありがたいことに、今回総会では八十名の

藤崎地区、常盤地区の出身の方々が総会におみえになりまして、この場でもぜ

ひ藤崎町のニンニクを、ぜひ藤崎町のリンゴジュースを契約したいとおっしゃ
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っていただいた有力な東京で商売をなされている方の導きもありましたように、

私も今回議長さんと一緒に商工会の会長さんと一緒に参りました関係上、そう

いった面もトップセールスや議長さんらと一緒に行ったかいあったなと、こう

思っております。 

このように、地域県内だけでなくて、首都圏などにも出向いて行きまして、

トップセールスやら、商工会や農業団体の皆さんと一緒にまた五者協定という、

これは有力な首都圏とのパイプもあるつてもありますので、そういったものを

とらえながら、有効に活用しながら、先ほども繰り返しになりますけれども、

奈良岡議員、このたび農業経営士の資格を取得されたようでありますけれども、

この場でもご披露しながら、ぜひ指導的な立場で町行政に対してもご指導を賜

りますようこの機会にお願いを申し上げて、答弁にいたします。 

以上です。 

○副議長（平田博幸君） 

奈良岡君。 

○三番（奈良岡文英君） 

町長の幸運さにあやかっていきたいと思いますけれども、農業は経済活動で

すので、売って幾ら、儲けて幾らという所得に結びつかないと経営が成り立た

ないわけで、それでなおかつ農地を保全していくという景観を維持していくと

いう役割も担っているわけであります。町長の答弁の中で機会あるごとに農産

物の販売についてＰＲしてくと。今回の首都圏藤崎町会でアピール、宣伝する

のも大変いい機会でありますし、そういう機会をほかにももっとつくって、や

っていただきたいと思います。三村知事のように時間の許す限りトップセール

スとか、それも視野に入れながら、藤崎をアピールしていってほしいと思いま

すが、販売のアピールだけをしても、産地の供給体制というか、産地がばらば

らで、例えば農家も農協も商系の人たちもみんなばらばらでは、これはせっか

く消費地の方から目を向けてもらっても供給体制がだめだと、ましては意思も

統一されない、つくっているものも統一できていない、規格も統一できていな

いでは、広がっていかないわけで、その辺について行政として、どのように生

産者団体、あるいは農家団体の間に入って調整を図っていくのか、産地化、ブ

ランド化について藤崎ブランドをつくっていくように間に入ってやっていくの

も行政の役割だと思いますけれども、その辺について町長はどうお考えですか。 

○副議長（平田博幸君） 

小田桐町長。 

 - 40 -



○町長（小田切智高君） 

お答えいたします。 

この地元農産品のブランド化についてはかねてから奈良岡議員も何度もご質

問に立たれて、答弁してまいりましたけれども、この藤崎町というのは先ほど

も申し上げましたとおり、品目が様々あります。リンゴ初め、米、それからニ

ンニク、トマト、アスパラ、花卉などですね。その品目によって対応していか

なければいけないと思いますが、主力のとりわけリンゴを例にして申し上げま

すと、藤崎町は特異な生産地でありまして、この出荷体制というのがご案内の

とおり出荷組合が多様に分かれております。また、農協の系統が二つあるとい

う、そういう特殊な産地であります。これを逆に逆手にとるということで、今

まではそれでも発展してきたと思います。それぞれで工夫を凝らして、流通、

あるいは出荷先、取引先を確保しながらやってこられたと思います。今後はそ

の代表者の方々に例えばリンゴでありますと、ご意見を聞きながら、ブランド

化ということを図っていかなければならないわけですけれども、もう既に、こ

こリンゴふじの発祥の地としてふじが主力ということでとっておりますが、そ

のうちでも例えば弘前青果、弘果の市場においてはいち早く出荷されます元祖

ふじ、これなどももう既に市場ではブランド化、市場消費者の方でブランド化

して見ているんじゃないかなという方もあります。そういった形で、これは非

常にありがたいことと、行政でも推進、あるいは指導していく立場においても、

行政主導でなくて、流通主導、生産者主導、あるいは市場主導という形ではブ

ランド化ということを認めていただいているということは非常にありがたいこ

とだし、これは強みであると、こう思っています。それにさらに行政も支援し

ながら、それに弾みをつけてどんどんそれを真のブランド化という位置づけで、

これは町行政がそういうふうに指定することもできますし、関係者の方々とお

話しして、例えば元祖ふじのようなものをブランド化にしてもいいのではない

かなと、こう私自身考えておる次第であります。 

その他、常盤ニンニクというのも、もうこれも既にブランド化で、そのブラ

ンド化を進めてこられた、トップに立たれていたリーダーに立たれていたのも

奈良岡議員ではなかったかなと、こう思います。これもまた、行政の支援なし

に生産者みずから、あるいは市場がそれを認められて、立派にブランド化で運

営をしている。あとは行政と一体になって、支援をどのようにしていくのかと

いうこと、それを広く生産から、生産指導から、流通、あるいは販売までをど

うしたらいいのかということは、この間行われました担い手の農家の皆さんと

 - 41 -



の会合ですとか、それから法人をやられているたまたまそこに奈良岡議員、小

野議員、お二人その法人格の代表格になられているようでありまして、私も唱

えてまいりました農業法人というんですかね、これらの方も積極的に協議をい

たしまして、それをうまく活用しまして農家がもっと安定した経営ができるよ

うに、安定した収入が得られるような体制づくり、これを図っていかなければ

いけないなと、こう思います。ブランド化とそれから法人格、これは私の皆さ

んとの協議を踏まえながら、これから早速やっていく仕事の重要なポイントに

なるところでありますので、ご両人におかれましてもどうぞそういう面ではお

力添えをいただきたいものだなと、こう思っております。藤崎町の農産物はど

こに出しても立派に通用するし、あとは農家がいい収入を得ていただくと。そ

のための体制づくりを行政が一体となってやっていくということで理解をして

いただきたいと思います。 

以上です。 

○副議長（平田博幸君） 

奈良岡文英君。 

○三番（奈良岡文英君） 

藤崎のリンゴについてはふじの発祥の地だということはほとんどの人がわか

っていると思いますけれども、それを販売に結びつけていくと。販売の形態は

農協あり、商系あり、出荷組合あり、いろいろあろうかと思いますけれども、

リンゴというのは販売の形態はいろいろあっても同じなわけで、そこでやはり

消費されて、消費者に受けるようなふじでなければならないわけで、消費者が

不在で、ただ一生懸命肥料をやって、味を無視したつくり方では消費者に受け

入れられないわけであって、そしてそれから両農協、大きい農協が二つ存在す

ると。片やクリーンライスとか、売れる米をつくっていて、たまたまそこで農

地・水・環境保全運動も両方でやられていて、片やクリーンライスが栽培され

ていないという実態があるわけで、クリーンライスを栽培することによって、

つくり方はいろいろ制約あるかも知れませんけれども、農家所得の向上に結び

つくと。環境保全運動にもつながるし、産地のイメージアップにもつながると。

そういう農家の所得につながる、町民の生活向上につながる、そういう意味で

行政は両農協の間に入って何とかできないものかというふうな努力をしていく

のも行政の役割ではないかと思います。 

それから、先ほど町長もニンニクについていろいろ言っていましたけれども、

常盤ニンニクも今日あるのは、やはり行政の応援があったからこそであって、
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決して農家だけではできないものは行政にちゃんと応援してもらって、今まで

来たという経緯もありますし、行政側もやはり行政でできることを大いに支援

してやっていってほしいと、こう思います。 

続いて、地産地消運動について質問していきたいと思います。 

地産地消運動は、今学校給食が始まりますけれども、それが一番いい例かも

知れませんけれども、それだけではない、もっと地元の消費者が地元の農産物

に目を向けて、生産者と消費者が理解し合うことによって、それが大きなＰＲ

する力になっていくと思いますけれども、その辺について地産地消運動として

町全体として展開していくという考え方でやっていくべきだと思うんですけれ

ども、町長の考えを伺います。 

○副議長（平田博幸君） 

小田桐町長。 

○町長（小田桐智高君） 

地産地消についてお答えいたします。 

登壇でも述べたとおり、当町は農産物の宝庫であります。品目も多品目にわ

たって、非常にいいそういった恵まれた土地だと、こういうふうに認識してお

ります。まさに町民の方々が地元でとれたものを安全においしくいただくとい

う環境が整っている町ではないかなと、どこよりもですね、そういうふうな認

識をいたしております。これらをとりわけ子供たちから、そういう食というも

の、それから食材、そういったものを子供のときから教育していく必要がある

ということでは、学校給食、これを主体にして地産地消を図ってまいりたいと、

こう思っております。そのための体制づくり、きのうも給食センターを我々四

役で視察に行ってまいりましたけれども、ハード的にはセンターを拠点として

地産地消の子供たちへの食材の供給、食事の供給ですね。給食の供給というこ

とになるわけですけれども、そのための食材の確保を先ほど言いましたように、

各団体、農協さんや、それから産直の方々を中心に体制を整えて、それで途切

れることなく供給をしてくことが必要であろうということで、当町の地産地消

はまずこの給食センターを中心にして、ここからスタートさせて、発展し、拡

大させていくことと考えております。 

以上です。 

○副議長（平田博幸君） 

奈良岡議員。 

○三番（奈良岡文英君） 
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地産地消を考えるとき、当然学校給食というものが今始まるので、出てくる

と思いますけれども、地産地消運動の一環に学校給食があるわけで、地元でと

れたものを給食センターで一〇〇％利用できるわけでないわけであって、地産

地消運動の大事なところは、やはり藤崎町の農家でない人も、農家の生産した

ものをどうやってつくっているのかと。どういう場所でつくっているのかとい

うことをお互いに理解して、消費地に向けた発信をしていくということが大事

だと思うんです。町長が幾ら先頭に立って頑張っても、やはり周りの人がつい

ていかないとだめですし、農家以外にも農家でない人が消費者としての視点で

ものを言いながら、お互いに農家と交流しながらやっていくことがいいものを

つくっていくことだと思うんですけれども、ぜひ農家のみならず、一般の消費

者とも連携しながら地産地消運動として展開していくべきだと思うんですけれ

ども、幸い三月に食育推進計画を策定したみたいですので、その辺とも連動し

ながらやっていくべきだと思うんですけれども、再度町長の考え方を伺います。 

○副議長（平田博幸君） 

小田桐町長。 

○町長（小田桐智高君） 

食べ物の食材ですから、人間にとって一番大切なもの、それが安全にかつお

いしく取り入れなければならないといった点で一番大事な伸び盛りの成長盛り

の子供たちにそれを意識した形で供給しようということの発想で、そうすると

子供たちのことですから、多くの町民の方々がそれに興味を持つと。この際に、

興味を持っていただくということも一つの切り口としては地産地消の始まりに

なるのではないかなと、こう思っています。 

また、ある面では、町の食育基本計画もそうですけれども、いろいろな団体

さんも食事に関していろいろ意識が高いわけであります、健康推進委員、ある

いはまた食生活改善推進協議会でしたか、瓜田さんという方が会長さんなんで

すけれども、その方たちは非常に意識が高くて、婦人会の方々も重複して入ら

れている方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、そういった

面でもセンターを例に出しましたけれども、そういった面でも広く町民も行政

がどうこう言う前に、意識が高いわけであります、食事に関しても、食料に関

しても、食材に関しても、そういった点をより町全体に、町民全体に広げてい

くと、いかに食事が大事かと。これは健康と密接に結びつくわけであります。

健康を維持するには、質のよい食べ物、食事と、適度な運動ということになる

わけでしょうから、食事という健康にとってはなくてはならない、欠かすこと
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のできない分野では、子供、そしておっしゃるとおり町民全体に広く大切な、

そして地場産品の消費につなげていきたいと、こう考えておりますので、考え

ていることは奈良岡議員と一緒ですので、どんどんこれを推進してまいりたい

と思いますので、答弁といたします。 

以上です。 

○副議長（平田博幸君） 

奈良岡議員。 

○三番（奈良岡文英君） 

それでは、続いて、担い手の育成について伺いたいと思います。 

先ほどから申しているように、担い手、農業後継者を定着させるには、やっ

ぱり何といっても所得に結びつくような農業をしていかなければならないと。

行政はそれに対して支援をしていくべきだと申し上げているんですけれども、

認定農家が町の農業の担い手としての中核をなしていると思うんですけれども、

担い手となる農家の若い農業後継者の育成についてですけれども、二十代、三

十代の将来担い手になり得るような農業後継者の実態はどのようになっている

んでしょうか、それを把握していますか。 

○副議長（平田博幸君） 

農政課長。 

○農政課長（浅利 克君） 

農政課の実態としては、まずＪＡつがる弘前、これは若い農業者が十七人い

ます。ＪＡつがる弘前の青年部という形で対応しております。 

それから、ＪＡ津軽みらい、これは福島地区を中心として十人、Ｆ・Ｔ・Ａ

クラブということで設立していろいろな活動をしているというところでござい

ます。 

以上でございます。 

○副議長（平田博幸君） 

奈良岡議員。 

○三番（奈良岡文英君） 

今ＪＡつがる弘前に十七人と、津軽みらいに十人ぐらいいるということなん

ですけれども、これを組織化して将来農業を担っていく若者ということで農業

の勉強をする、農業経営の勉強をしていくという場合に、町として支援してい

くという用意はあるのか、そういう方針を持ち合わせなのか、質問いたします。 

○副議長（平田博幸君） 
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農政課長。 

○農政課長（浅利 克君） 

今町長の答弁にありましたように、新規就農者へ対するいろいろな諸対策が

あります。その経営支援策に応じてバックアップ体制を築いていきたいという

ふうに思っています。 

以上でございます。 

○副議長（平田博幸君） 

奈良岡議員。 

○三番（奈良岡文英君） 

二十代、三十代といいますと、まだそこの経営の中核を担うという前だと思

うんですけれども、ということは、比較的行動が自由にできるという、研修も

できるし、勉強に出かけることもできるという時代だと思いますので、そうい

う若い世代を育てるという意味で、町独自の彼らを組織化して、支援対策を講

じていくべきだと思うんですけれども、町独自の方針を持ってやってほしいと

思いますが、その辺については町長のお考えを伺います。 

○副議長（平田博幸君） 

小田桐町長。 

○町長（小田桐智高君） 

おっしゃるとおり、町独自の若いこれからの農業の担い手の方々を応援して

いくためにも、おっしゃるとおり育成してまいりたいと思います。 

○副議長（平田博幸君） 

奈良岡議員。 

○三番（奈良岡文英君） 

続いて、教育について伺いたいと思います。 

生涯学習の推進方針ということで伺いたいと思います。 

生涯学習、いろいろ多岐にわたると思いますけれども、社会が複雑になって、

余暇も十分とれるようになって、それを学習の機会に向けたいという人もいっ

ぱいいると思います。そういう人たちを受け入れていく、そういう学習ニーズ

に合わせていくということが生涯学習の大きな役割だと思うんですけれども、

地域住民とそういう学習ニーズについて把握する手段、そういう機会とかは持

っているんでしょうか。 

○副議長（平田博幸君） 

生涯学習課長。 

 - 46 -



○生涯学習課長（福井勝彦君） 

お答えいたします。 

地域住民と密接に接する学習ニーズの把握ということでございますが、生涯

学習を進めるに当たりましては、先ほど町長の答弁にもありましたとおり、昨

年の十二月に策定いたしました基本構想、基本計画に基づいて行っていきたい

と思っております。そこで、まず最初に、これを進めるに当たって一番肝心な

のはやはり町長部局と教育委員会の方との連携が一番大事ではないかというよ

うな観点に立っておりまして、先ほどの奈良岡議員の質問に対します学習ニー

ズの把握手段ということになりますと、役場、いわゆる関係する担当課でもい

ろいろな学習会を行っております。そういうふうな学習会や事業を行うに当た

って、要望や意見を伺いながら、実施することに努めておりますが、今後は学

習ニーズを的確に把握するという意味で、事業を展開するに当たって、町内、

町民に対してアンケートなどを実施していきたいというふうなことで、今生涯

学習課が中心となって考えてございます。 

○副議長（平田博幸君） 

奈良岡議員。 

○三番（奈良岡文英君） 

町民と役場の距離を縮めて、町民の学習ニーズを把握していくということだ

と思いますけれども、今後アンケート調査を実施するということなので、その

アンケートについての成果を期待したいと、こう思います。 

続いて、学校給食における地域学習ということで質問をさせていただきます。 

実際、時間としてはどのぐらいこういう学校教育の中で地域のことを取り上

げているのか、時数としては具体的にどのぐらいなんでしょうか。 

○副議長（平田博幸君） 

学務課長。 

○学務課長（加福哲三君） 

お答えいたします。 

各小、中学校では、今総合的な学習の時間ということで時間を設けてありま

す。これは大体小学校三年生以上では週三時間以上程度ということで、中学校

では二時間から四時間という時間の割り当てをしているところでございます。 

それで、総合的な学習の時間ということの内容でございますが、これは生き

る力を目指して、教科の枠を超えた学習ができるということで、これはみずか

ら学び、みずから考える力の育成、学び方や調べ方を身につけるということを
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目的としております。知識を教え込むのではなく、そういう自分たちでみずか

ら学ぶということをねらいとしております。 

それで、例えば、各小学校では、学校の周辺、あるいは地域の施設を見学し

たり、あるいは今生涯学習課の方ではふるさとかるたというのをつくっており

ます。そういうふるさとかるたの中で地域の伝統的な神社とかもかるたの中に

取り入れてございますので、神社を探訪したりして、そういう学習をしており

ます。 

あとは、また福祉施設等を見学して、ボランティアの活動とか、そういうこ

とも勉強しております。 

また、常盤の明徳の方ではわら工芸ということで、年縄ですか、そういう伝

統的なものを地域の方々に来ていただいて、それを伝承するという時間を設け

てあります。 

以上です。 

○副議長（平田博幸君） 

奈良岡議員。 

○三番（奈良岡文英君） 

それにつけ加えて、子供未来会議も行われていますよね。ああいう町の現状

を把握して将来を語り合うという、大変すばらしいことだと思いますし、今言

ったいろいろな事業も学校の中で地域を勉強するという大変すばらしい取り組

みだと思いますので、今後も続けていただきたいと思います。とかく受験戦争

の中で学力偏重主義になりがちな学校の現場でそういう地域のことを学ぶとい

う機会は大いに大切だと思いますので、重視してこれからも続けていってほし

いと思います。 

最後に、人材育成について伺います。 

町の将来を担う人、農業のみならずいろいろな意味で町で育って、外に出て、

また町に帰ってきて、町に貢献するという人を育てることがその町の将来発展

していくかいかないかという大きなポイントになるかと思いますし、そういう

ことに予算を割くのも私は一つの方法だと思いますけれども、その人材育成に

関して、町長の考え方を伺います。 

○副議長（平田博幸君） 

小田桐町長。 

○町長（小田桐智高君） 

お答えいたします。 
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鶴賀谷議員も奈良岡議員も同様の観点から、「まちづくりは人づくり」とい

うことをおっしゃっておられました。私もまさにそのとおりだと思います。子

供のころからといいますか、藤崎町は子ども会活動が活発で、私も登壇で答弁

した人材育成のための様々な町内の活動も主なる団体の一つに子ども会育成連

合会というのがありまして、ジュニアリーダー会、こういう団体も本当に私は

目を見張りながら、その活動を感心してとらえております。ぜひこういった団

体、組織をさらに活発なものにするために、行政の方でも支援をしながら、ほ

かの団体、文化協会の皆さんですとか、体育協会ですとか、それぞれの民間に

よる自主的な活動が盛んに行われているようでありますので、行政も側面から

必要な支援を現在させていただきたいと、こう思っております。 

一般のみならず、それから行政サイドも職員の側も、各自治研修ですとか、

随時開催させていただいております。利用しておりますし、また青森県への人

材派遣も、おととしからでしたか、派遣して職員のいろいろな事務職として自

主的に向上を目指している方々が、これは希望に沿える人数は派遣できません

けれども、希望の中から選んで派遣しているわけであります。これは町費で派

遣していると。これもやがて帰ってこられれば、昨年も一人女性職員が派遣か

ら、派遣の期間を終えて、さらに向上した技術能力、事務能力を携えて帰って

きましたので、町としてはまた心強くその職員の方々に働いてもらうと、力に

なってもらうということで、これは継続してやっているものの一つです。官、

民それぞれ全体で人材育成に取り組んでまいりたいと、こう思っております。 

以上です。 

○副議長（平田博幸君） 

奈良岡議員。 

○三番（奈良岡文英君） 

職員とか、いわゆる官に当たる人は、そういう研修をするというのはもちろ

ん大切なことだと思うんですけれども、民の方の人材育成をもう少し強化する

べきであって、例えば、講師の派遣依頼があれば、それをすぐできるような講

師のリストアップをしていくとか、例えばどこどこに行って勉強して体験した

いという人には、例えば派遣費を助成してやるとか、町の台所が厳しいのはわ

かっていますけれども、先に財政ありきでなく、十年先、二十年先を見据えて、

将来藤崎を担っていくという若い人に対しては、大いにお金をかけるべきであ

って、各団体に補助金を出していますよ、それを使ってくださいではなく、人

材育成ということで大いに予算化していってほしいと、こう思いますけれども、
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それについて考え方を伺って、時間もなくなりましたので、終わりたいと思い

ます。 

○副議長（平田博幸君） 

小田桐智高町長。 

○町長（小田桐智高君） 

現在先ほど例に示しました団体の活動している方々の補助金や支援を現在も

しているわけであります。それも自主的に財源を活用していただくという点で

は、実施しているのではないかという認識でおりますが、よく奈良岡議員のお

話しやご提言を聞いていますと、また別な角度でもお話しされているようであ

りますので、その辺の真意を私もとらえて、人材育成によく努めてまいりたい

と、こう思っていますので、ありがとうございました。努めさせていただきま

す。 

以上です。 

○副議長（平田博幸君） 

これで三番奈良岡文英君の一般質問は終了いたしました。 

ここで暫時休憩いたします。 

再開時刻は二時十五分といたします。 

休 憩 午後 二時 四分 

                                      

再 開 午後 二時十五分 

○副議長（平田博幸君） 

休憩を取り消し、会議を再開いたします。 

次に、七番相馬勝治君に一般質問を許します。 

相馬議員。 

〔七番 相馬勝治君 登壇〕 

○七番（相馬勝治君） 

ただいま議長のお許しを受けましたので、私からさきに通告してあります質

問事項に沿って一般質問をとり行います。 

町長、また理事者並びに関係する参与の明確なる答弁をお願いいたします。 

先般、藤崎中学校内での事故で亡くなられた小笠原君、この場を借りご冥福

をお祈りいたします。 

小田桐町政二期目のスタートに際し、先ほど来の三議員の答弁には、大いに

期待するものがあります。これから四年間の間、新藤崎町をどのように町民の
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ために頑張っていただきますようよろしくお願いいたします。 

現在、各地方自治体は、人口減少、そして少子高齢化といった先の見えない

時代に突入しております。逼迫した財政、小田桐町長には藤崎町のかじ取り、

また羅針盤として、一万六千五百町民の負託にこたえ、邁進していただきたい

と思っております。 

それでは、通告している行政、農政問題について伺うものです。 

第一点目の学童保育の時間帯についてであります。 

現在、当町では五カ所において実施されている学童保育、保護者が共働き、

また自営業など、家庭が留守になる小学一年生から三年生までの児童を対象に

した事業ですが、この時間帯を少しでも延長してもらいたいという保護者の要

望もあります。延長保育についてはどのようなお考えがあるのか伺うものです。 

二点目の町営住宅の今後のあり方についてでありますが、平成十九年三月一

般質問の中でも取り上げられましたけれども、あれから二年間過ぎたわけです

が、どのような計画をしているものなのか、伺うものです。 

第三点目の有害鳥獣の駆除についてであります。 

田植え作業も大分終ったころですが、この間、カモなどにより苗の被害があ

ったということを聞きました。駆除についてどのような現状なのか伺うもので

す。 

以上、私の壇上での一般質問といたします。 

○副議長（平田博幸君） 

七番相馬勝治君の一般質問に対する答弁を求めます。 

小田桐町長。 

〔町長 小田桐智高君 登壇〕 

○町長（小田桐智高君） 

相馬勝治議員の一般質問にお答えいたします。 

初めに、行政問題についてのイの学童保育の時間帯についてでありますが、

まずは、学童保育の現状について申し上げます。 

児童の保護者が共稼ぎや自営業を営んでいることで、放課後、家庭が留守に

なる小学校一年生から三年生までの児童に、公的施設や地域の施設を利用し、

遊び、読書、グループ活動などを通して児童の健全な育成を図ることを目的と

して実施しております。 

実施場所につきましては、藤崎小学校にふれあいクラブ、スポーツプラザ藤

崎になかよしクラブ、西中野目地区体育館に西中キッズクラブ、小畑地区体育
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館に小畑クラブ、常盤生涯学習文化会館に常盤児童クラブを開設し、五つのク

ラブで実施しております。 

利用時間につきましては、平日は放課後から午後六時まで、土曜日、学校休

業日、長期休みは午前八時十五分から午後六時までとなっております。日曜日、

祝祭日、年末年始等につきましては、休館日としております。 

入会につきましては、申請をしていただき、審査の上、登録され、登録料と

して年間千円を納付していただいております。 

ご質問の学童保育の時間帯についてですが、土曜日、学校休業日、長期休み

の開始時刻及び終了時刻につきましても、少子化対策の一環として次世代育成

支援対策推進法に基づき、全国の自治体に次世代育成支援行動計画の策定が義

務づけられております。町でも同計画の後期計画を平成二十一年度末までに策

定することとなっております。学童保育につきましても、規定する必要があり

ますので、利用者の新たな実態把握に努めるため、利用者に対し、調査を行い、

一体的に検討する必要性があるものと認識しております。 

次に、ロの町営住宅の今後のあり方についてでありますが、まずは町営住宅

の現状について申し上げます。 

町では、現在二百七十七戸の町営住宅を保有しており、そのすべてが供用さ

れ、全戸が入居の状況にあります。その内訳を申し上げますと、常盤地域が百

三十三戸、藤崎地域が百四十四戸となっているもので、両地域とも昭和四十八

年度からその建設が進められ、昭和五十年代半ばに建設された住宅がその八割

を占め、それぞれ老朽化が急速に進んでいるのが現状であります。これらの住

宅については、老朽化が進むとともに、今後ますます高齢化する入居者に対応

する構造とはなっておらず、昨年度には三階構造となっている緑団地のすべて

の段階に手すりを設置するなどの対応するとともに、住宅の維持管理に当たっ

ては定期的な点検、交換修理、さらには退去者があった場合等には、相当規模

の修繕を施すなどの対策を講じてきたところであります。町では総合計画にお

ける安全、安心で、暮らしやすいまちづくりのための施策の一環として、住宅

対策の充実が掲げられており、今年度策定される土地利用計画並びに都市計画

マスタープランとあわせ、これからの住宅施策を総合的に推進するための住宅

マスタープランの策定にも着手をいたしております。今後それらの計画をもと

に、町の地域特性や住宅事情を反映し、計画的かつ調和のとれた土地利用のも

と、今後の町営住宅のあり方について最善の方策を慎重に検討してまいりたい

と考えております。 
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次に、二の農政問題についての有害鳥獣の駆除についてでありますが、有害

鳥獣駆除は野生鳥獣が農林水産物などに被害を与える場合や、生活環境を悪化

させる場合、またはそれらのおそれがある場合において、被害防除の実施や追

い払いなどによっても被害が防止できないときに、許可を得て鳥獣の捕獲など

を行う仕組みになっております。市町村長の捕獲の許可となる鳥獣は、スズメ、

ムクドリ、カルガモなどの鳥類で三十一種類、タヌキ、キツネ、ノウサギなど

の獣類で二十一種類の計五十二種類とされており、それ以外の鳥獣については、

健全な生息数を維持確保する観点から、慎重な取り扱いが必要とされ、県、国

の許可区分となっております。 

当町においては、平成十七年度から十九年度までリンゴの食害防止のため、

獣類であるノウサギの駆除を実施しております。 

また、今月に入り、農家からカルガモによる水稲の被害が見られるという苦

情があり、農家の申請に基づき申請内容を審査するともに、必要に応じて被害

状況等にかかる現場調査を行い、被害の実態に即応した適性な実施に努めてい

くこととしております。 

以上、相馬議員の一般質問に対する登壇での答弁といたします。 

○副議長（平田博幸君） 

七番相馬勝治議員の一般質問に対する答弁が終わりました。 

七番相馬勝治議員に再質問を許します。 

相馬議員。 

○七番（相馬勝治君） 

まず、一点目の学童保育のことについてなんですけれども、私この学童保育

というそのものの名前が何か幼稚くさいと思っております。というのは、保育

の方から義務教育として児童になるわけですよね、小学校に入れば。中学校に

なればまた生徒になるということで、基本的に私はこの平成二十一年度末まで

に改正するとか、内容を改めるという話も聞きましたので、この学童保育では

なく、学童支援とか、そういう名前にしてもらえればいいのかなと若干思って

おります。それは要望なんですけれども、私の言いたいのは延長保育です。 

結局今この私たちの小さいころから比べれば、時代も随分変わってきて、今

では考えられないような学校教育にもなっているし、様々な分野で余りにも変

化があり過ぎたということで、共稼ぎやそういう方々も大分多くなって、おじ

いちゃん、おばあちゃんもいない家庭も多くなっております。昔は隣の人に預

けてもらったり、隣のおばあちゃんが先生になったり、母親になったり、様々

 - 53 -



な分野で協力したんですけれども、時代の流れがこういう学童保育ということ

ができまして、共稼ぎしている人は大分助かっていることは確かです。 

しかし、ちょっと見ますと、大体普通の親御さんは仕事が八時ごろからとい

うことで、この案内書を見る限りは八時十五分と。何か現場へちょっとお邪魔

していたら、「八時ちょっと過ぎぐらいからはもう来ているよ」と、そういう

話も受けました。私の要望でもあり、保護者の要望なんですけれども、会社が

八時ということで、朝七時半ごろに何かできないものかなということで、担当

課の課長にお願いして、七月ごろから仮に三十分ずつ延長すれば何ぼぐらいか

かるもんですかということをお願いしたいんですけれども、課長の方はその辺

のところどうでしょう。 

○副議長（平田博幸君） 

住民課長。 

○住民課長（浅利勇蔵君） 

お答えいたします。 

開始時刻三十分を繰り上げた場合ということでございますけれども、年間ベ

ースでお話ししますと、三十万円程度の財源が必要となります。仮定の話で、

今年度七月から実施するということになれば、二十五万円程度の財源が必要だ

というふうに試算しております。 

以上でございます。 

○副議長（平田博幸君） 

相馬議員。 

○七番（相馬勝治君） 

この七月から仮にやりますと、二十五万円と、財政も絡むんですけれども、

私これ、このぐらいの額でしたら、町長の一声で七月からやれと、財政も絡む

ことですけれども、それに子育て支援ということで、藤崎はこういう行政の体

制があるんだよとＰＲもできるし、私は今回本当に無理なお願いかも知れませ

んけれども、子供たちのために、この七月から二十五万円、どうでしょうか。 

○議長（齋藤惠一君） 

小田桐町長。 

○町長（小田桐智高君） 

学童保育についてのご質問、取り上げていただいた相馬議員には敬意を表し

たいと思います。学童保育を藤崎で唱えたのは何を隠しましょう私の十五年ほ

ど前のことであります。あの当時も子供のことを考え、子育て支援の始まりで
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したので、他の市町村でやっているしということで、それが始まりでした。今

相馬議員と同じ子育てに関しての施策の展開で、今の時代ではもう三十分早く、

あるいは遅くと、来るときと帰りを三十分延ばしてほしいと。そのための予算

まで調べていただいたことでもありますので、私の一声でというお話しでした

けれども、これはこの質問に対して協議をしました、課長たちと。住民課長に

試算していただきましたので、財政の許可が出ればといいますか、住民課の課

長も大変熱心にふだんからでもこの学童保育については、その指導員に対する

指導や、現状もちゃんと把握しておりました。「このぐらいならやってもいい

んじゃないか」という、逆に住民課長からの関係職員からのあれもありました。

私のさっきの四本の柱、少子高齢化対策にも合致しますので、ここは私はやっ

てもいいんじゃないかという気になりました。 

住民課はさっきの浅利議員にもほめていただきましたけれども、子供のため

のベットをなかなかいい窓口をやっていましたのでね、住民課は特に玄関から

入ってきて一番先のお会いするところなので、なかなか自主的にいい展開をや

っていますので、この子育ても今所管だということで、財源的な面もちゃんと

調べておりましたし、おっしゃるとおりそのぐらいでしたらということになる

んでしょうから、私の一声というんじゃなくて、さらに検討して、それから実

態ももう少し調べる必要あるんでしたかな。調べると言っていましたしね。そ

ういうこともちゃんと詰めまして、貴重な財源をこれに流用するわけですから、

それとあわせまして、相馬議員の熱意、あるいはほかの方々からの要望も受け

とめまして、これを実施する方向で細部にわたって検討しながらさせていただ

きますので、どうぞご理解を賜りたいと思います。 

開始時期はちょっとこちらにお任せいただければなと、こう思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

○副議長（平田博幸君） 

相馬議員。 

○七番（相馬勝治君） 

いや、本当にうれしい限りの答弁でありがとうございます。財政課長もひと

つ、何とかこれを百万円単位でないですので、その辺のところをよろしくお願

いします。本当に子供たちがいなければ、今後の藤崎、青森、国と成り立たな

いもので、子供は国の財産と、三議員の今の質問を聞きながら、「ああ」と、

思っていたんですけれども、教育に関しては少しちょっと多目にお金をかけて

でも、立派な人材が一人でも出てくれれば、我々としても自慢になるし、また、
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こういう行政サービスもありますよとなれば、町民もまたよそから転入してく

ることもあり得るでしょうし、また、家でも一人人口がふえる予定ですので、

その辺のところもまたご理解いただいて、住民サービスのひとつよろしくお願

いいたします。 

続きまして、第二点目の町営住宅の件についてですけれども、壇上で言いま

したように、平成十九年に私この住宅についても一般質問をしたわけですが、

あれから二年という月日が流れまして、住宅の待機者、町内、町外、何人ぐら

い現在いるものなのか、ちょっとお知らせください。 

○副議長（平田博幸君） 

建設課長。 

○建設課長（兵藤 寿君） 

お答えいたします。 

入居希望者の待機者数ということでございますのでお答えいたします。 

今現在十七名の待機者がおります。それと、町内と町外ということですけれ

ども、町内にお住まいされる方が十四名、町外でお住まいされている方が三名、

合わせて十七名の待機者がございます。 

以上です。 

○副議長（平田博幸君） 

相馬議員。 

○七番（相馬勝治君） 

何か毎年のように待機者が二十人前後ぐらいいるわけですけれども、この運

営委員会でしたっけ、あれがたしかこの平成十九年に名前が変更になって組織

されたわけですけれども、それ以降今まで住宅に関しての会議とか何とかそう

いうのはあったものなのでしょうか。 

○副議長（平田博幸君） 

建設課長。 

○建設課長（兵藤 寿君） 

お答えいたします。 

これまでの会議の経緯と申しますか、実は年に一度程度実施はいたしており

ます。ただし、今後今年度今都市計画のマスタープラン、これらが今最中作成

しているところでございます。これらがほぼ形ができ上がってき次第、回数が

またふえていくように私は想像いたしております。 

以上です。 
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○副議長（平田博幸君） 

相馬議員。 

○七番（相馬勝治君） 

課長としては、今私地元ではなんですけれども、水上団地やら、木造の平屋

が何軒かあります。築三十年以上たっておるし、本当にこれ早急と言えばおか

しいんですけれども、お金もかかることですし、何か早目に段取りしないと、

藤崎小学校の場合は耐震がないということで今建築されているわけですけれど

も、住宅に関しては、そんなのはちょっと無視してと言ったらおかしいんです

けれども、ちょっと頭うなづいているように、何だかんだは言えませんけれど

も、何か大変水廻りなど気になる点が多いんですけれども、その辺のところは

課長思うには何年ぐらいめどにというのはありますかね。 

○副議長（平田博幸君） 

建設課長。 

○建設課長（兵藤 寿君） 

お答えいたします。 

たしか、議員のご指摘のように非常に年数ももう耐用年数を経過していると

いうような状況にもございます。一般的にこれは全国的に住宅が古くなってい

るということもたしかでございます。それで、今回作成いたしますこのマスタ

ープランですけれども、これについてはおおむね三つの基本的な計画で成り立

っておりますので、その中で公営住宅等長寿化計画、これらも含まれておりま

す。こういう中で、そういう老朽化した建物を修繕すればよいのか、あるいは

建てかえに持っていくのか、そういう計画が盛り込まれているわけです、マス

タープランの中には。ですから、今これからそういうものを調査して、これは

直した方がいいのか、あるいは建てかえた方がいいのかという検討に入る予定

になっております。ただし、その先に何年ぐらいということでありましたけれ

ども、私の段階から今そこで何年をめどにとか、そこまではちょっと踏み込ん

だ発言は差し控えたいと思います。 

以上です。 

○副議長（平田博幸君） 

相馬議員。 

○七番（相馬勝治君） 

本当にこれ前にも常盤村で発行した住宅マスタープランがありました。私も

家へ帰ればたまに一般質問をするということで、こういうのを見たりするんで
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すけれども、あくまでもプランってするのはこれからやることに対して考えて

いくわけなんですけれども、今がどういう現状なのか、やっぱりそれをいち早

く察知して、改修すればいいのか、建て直せばいいのか、はっきりすると思う

んですよ、現場へ行けば、百聞は一見にしかず、担当者がいる、課長もみずか

ら行って、「これもう建てかえねばまいねじゃと、場所見つけるべさって、段

取りせじゃ」って、やっぱりそういうのはとにかく早目早目にしないと、「じ

ぇんこねはんで建てられねじゃ」と、「もし災害起きれば、つぶれればだれの

責任だば」と、そういうのだって可能性もなきしもあらずですよね。その辺の

ところはどういう認識でいるのか、お願いします。 

○副議長（平田博幸君） 

建設課長。 

○建設課長（兵藤 寿君） 

先ほどこの計画のお話しがございましたけれども、今年度この計画が今最中

始まっているところでございます。たしか、早目に早目にと、先ほど以来町長

の発言にもありましたけれども、できる限りスピーディーに対策を講じていき

たいと私は思っております。 

○副議長（平田博幸君） 

相馬議員。 

○七番（相馬勝治君） 

いや、これさ、本当にやっぱり藤崎町の合併して、町民そのものは本当に自

負していると思うんですよ、そして職員も、議員の我々も今までこの四年の中

で後ろめたさも感じないし、それなりにみんな一生懸命やっているし、大した

いい合併だと思っています。隣の浪岡に比べれば、月とすっぽん、いや本当に

浪岡の人の苦情を聞くたびに耳がロバのように腫れ上がるんた感じになってい

ますので、これから本当に財政の方も辛いことはわかります。課長も何か言え

ば、逃げたそうな顔もしたりするんですけれども、その辺のところある程度計

画を組みながらでもいいですので、計画は早目にと。実行はちょっとおくれて

もいいので、それに向けて頑張ってもらうよう要望いたします。 

次に、有害鳥獣の駆除であります。 

五月の中ごろから田植えが始まりまして、田植えした後、あの憎きアヒルが

滑り込みするわけですよ、田に向けて。そしてことしの冬でしたか、去年でし

たか、軽トラでアヒルをかけた人がいましたよね、アヒルじゃない、カモでし

た。済みません。私の友人が、その事件を聞いて「さっぱりしたね」と、そう
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した人がいましたよ。よほどあのカモにかって、せっかく植えた田、苗っこを

滑り込みで、バタバタと進んで、また二番植え、三番と、今でもやっている人

が数の中にはいるんですよ。その辺のところ、最近駆除に関してはどのような

駆除とかそういうのはどうなんでしょう、課長。 

○副議長（平田博幸君） 

農政課長。 

○農政課長（浅利 克君） 

お答えいたします。 

先ほどの町長の答弁にもありましたように、リンゴの被害防止のためにノウ

サギの駆除、これを平成十七年度から十九年度までの三年間実施しております。 

以上でございます。 

○副議長（平田博幸君） 

農政課長、もうちょっとまでいに。 

相馬議員。 

○七番（相馬勝治君） 

ウサギっこはちょっとわかったんですけれども、カモを最近やっているのか

やっていないのかちょっとお聞きしたいんですけれども。 

○副議長（平田博幸君） 

農政課長。 

○農政課長（浅利 克君） 

恐らく相馬議員のおっしゃっているのはカルガモだと思いますけれども、合

併になってからカルガモの駆除については実施しておりません。 

以上でございます。 

○副議長（平田博幸君） 

相馬議員。 

○七番（相馬勝治君） 

そのカモって言わせてください。カモの駆除とか、そういうこの仮に役場に

駆除をお願いすると、そういう要望になれば、どういう要綱とか、規定とか、

そういうのはどうなんですか。 

○副議長（平田博幸君） 

農政課長。 

○農政課長（浅利 克君） 

当然農家からの要望に応じて、町で調査しまして、それでこれが絶対必要だ
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となれば、駆除の方向に行くということでございます。 

○副議長（平田博幸君） 

相馬議員。 

○七番（相馬勝治君） 

その調査とか、何とかになるんですけれども、仮に私がきょう課長のところ

に行って、「カモ来てまいねじゃ」とそうなった場合、ある程度クリアできる

と言ったら、何日ぐらいかかるんですか。 

○副議長（平田博幸君） 

農政課長。 

○農政課長（浅利 克君） 

通常の駆除は三日以内となっていますけれども、長期に及ぶという形になれ

ば、鳥獣保護法では三十日以内、一カ月以内という形になっております。 

以上でございます。 

○副議長（平田博幸君） 

相馬議員。 

○七番（相馬勝治君） 

三日としたら、カモはほかに引越しする可能性もないわけではないし、あれ

なんだけれども、私、田んぼをつくっていないもので、こういう苗っこをやら

れたためしはないんですけれども、ごく一部の方が田植えをやった後、やられ

ると、何か団体さんがいらして、断りもなく田んぼに入ってきてやると、被害

を及ぼしたということで、私これ、仮に来年の問題もあると思うんですよ。こ

としはある程度クリアできればいいんですけれども、来年度、人数も数名とか、

一人でもいいんであれば、お願いできて、何か習性があるらしいんですよね。

カモの習性ですか、鳥の習性ですか、仮に今のハクチョウが白子さ来るのと同

じでカモはそこをねらったら、またそこさ来ているんた感じもありますので、

今年被害に遭った人がいれば、今年中に連絡してもらって、来年もその傾向が

あれば、早目に連絡してくださいとか、情報をくださいとか、結局それもまた

行政サービスの一環として、何とか来てからでは遅いので、来年の春になる前

に広報でも何でもいいですので、その被害に遭った方々がいたら、役場の方へ

駆除できますという広報でも何でもいいですので、そういうのってできるもの

なのでしょうか。 

○副議長（平田博幸君） 

農政課長。 
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○農政課長（浅利 克君） 

今相馬議員も言いましたように、いわゆる被害の申告、この問題については

恐らく農家の方もなかなかわからない状況があろうかと思いますので、広報、

あるいはお知らせ号を利用して周知を図っていきたいというふうに思っており

ます。 

以上です。 

○副議長（平田博幸君） 

相馬議員。 

○七番（相馬勝治君） 

今回は三質問なので前向きな対処でひとつお願いいたします。そしてまた、

副町長、収入役、また、監査の人はいないんですけれども、教育長と、四名の

方が本当にこの四年間合併という荒波にも負けずに、町長を支えながら、町を

支えてきた四方々には本当に厚くこの場を借りて御礼を申し上げ、再質問とい

たします。 

どうもありがとうございました。 

○副議長（平田博幸君） 

これで七番相馬勝治議員の一般質問は終了いたしました。 

以上で一般質問を終了いたします。 

これをもって本日の日程は終了いたしました。 

本日はこれにて散会いたします。お疲れ様でした。 

 

散 会 午後二時五十分 


