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令和２年広川町議会第３回定例会会議録 

 

１．招集年月日   令和２年９月４日 

 

２．招 集 場 所   広川町議会議事堂 

 

３．開 会   令和２年９月17日（９時30分） 

 

４．応 招 議 員 

     議長  野 村  泰 也       ７番  丸 山  修 二 

     １番  山 下    茂       ８番  光 益  良 洋 

     ２番  丸 山  幸 弘       ９番  池 尻  浩 一 

     ３番  竹 下  英 治       10番  原 野  利 男 

     ４番  栗 原  福 裕       11番  梅 本    哲 

     ５番  江 藤  美代子       12番  野 田  成 幸 

     ６番  水 落  龍 彦 

 

５．不応招議員 

     なし 

 

６．出 席 議 員 

     応招議員に同じ 

 

７．欠 席 議 員 

     不応招議員に同じ 
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８．地方自治法第121条の規定により説明のために会議に出席した者の氏名 

  町 長  渡 邉  元 喜   住 民 課 長  谷 口  裕 子 

  副 町 長  飯 田  潤一郎   税 務 課 長  野 中  洋 太 

  教 育 長  吉 住  政 子   福 祉 課 長  郷 田  貴 啓 

  会計管理者兼              
            丸 山  英 明   建 設 課 長  樋 口  信 吾 
  総務課長兼会計室長              

  総務課参事兼             産業振興課長兼 
           鹿 田    健             井 上  新 五 
  庁舎建設推進室長             農業委員会事務局長 

  政策調整課長  丸 山  信 夫   協働推進課長  藤 島  達 也 

  環境衛生課長  小 松  朋 雄   教育委員会事務局教育次長  中 島    孝 

 

９．本会に職務のために出席した者の氏名 

  議会事務局長  藤 島  弘 義   書 記  原 野  昌 文 

  書 記  才 所  潤 一 

 

10．議事日程 

  日程第１ 認定第１号 令和元年度広川町一般会計歳入歳出決算の認定について 

  日程第２ 認定第２号 令和元年度広川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

  日程第３ 認定第３号 令和元年度広川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

について 

  日程第４ 認定第４号 令和元年度広川町住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算の

認定について 

  日程第５ 認定第５号 令和元年度広川町広川防災ダム管理特別会計歳入歳出決算の認

定について 

  日程第６ 認定第６号 令和元年度広川町水道事業会計決算の認定について 

  日程第７ 認定第７号 令和元年度広川町下水道事業会計決算の認定について 

  日程第８ 発議第２号 義務教育全学年で少人数学級を実現することを求める意見書の

提出について 

  日程第９ 発議第３号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化

に対し地方税財源の確保を求める意見書の提出について 

  日程第10 決定第８号 議員派遣の件 

  日程第11 常任委員会、議会運営委員会及び議会広報調査特別委員会の閉会中の所管事

務調査について 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前９時30分 開議 
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○議長（野村泰也） 

 おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付いたしております議事日程第３号のとおりであります。 

      日程第１～第７ 認定第１号～認定第７号 

○議長（野村泰也） 

 お諮りします。去る９月11日、一般会計等決算特別委員会に付託しておりました日程第１．

認定第１号 令和元年度広川町一般会計歳入歳出決算の認定についてから日程第７．認定第

７号 令和元年度広川町下水道事業会計決算の認定についてまでを一括議題にしたいと思い

ます。これに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、日程第１．認定第１号から日程第７．認定第７号までを一

括議題といたします。 

 本案について、一般会計等決算特別委員長の審査報告を求めます。一般会計等決算特別委

員会委員長、光益良洋君。 

○一般会計等決算特別委員会委員長（光益良洋） 

 おはようございます。決算特別委員会委員長を務めさせていただきました光益でございま

す。一般会計等決算特別委員会の審査結果について御報告を申し上げます。 

 令和元年度の各会計の決算認定案について、去る９月11日の本会議において付託されまし

たので、９月14日から16日まで、関係職員の説明を求め、慎重に審査し、次のとおり決定を

いたしました。 

 認定第１号 令和元年度広川町一般会計歳入歳出決算の認定については賛成多数で、認定

第２号 令和元年度広川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定については全会一致で、

認定第３号 令和元年度広川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定については全会

一致で、認定第４号 令和元年度広川町住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算の認定に

ついては全会一致で、認定第５号 令和元年度広川町広川防災ダム管理特別会計歳入歳出決

算の認定については全会一致で、認定第６号 令和元年度広川町水道事業会計決算の認定に

ついては全会一致で、認定第７号 令和元年度広川町下水道事業会計決算の認定については

全会一致で、それぞれ原案のとおり認定することに決定いたしました。 

 なお、認定するに当たり特別委員会の意見を次のとおり報告申し上げます。 

 令和元年度決算に対する意見書として、今後も町民福祉向上のため、最少の経費で最大の

効果が上がるよう適正な予算執行に努められたい。 

 全体的事項といたしまして、１つ目、財政計画に基づき計画的な事業推進に努められたい。 

 ２つ目、国・県補助制度の情報収集に努め、各種事業の実施に効率よく活用し、コロナ禍

においても住民福祉サービスの向上に努められたい。 

 ３つ目、地方創生事業の目的達成に向け、関連事業を適切に推進されたい。 

 ４つ目、防災情報等、住民に向けた情報伝達の強化を図られたい。 

 ５つ目、健康寿命の延伸に向け、全町民の健康増進に努力されたい。 

 ６つ目、公共施設の適切な維持管理と長寿命化に努められたい。 

 ７つ目、各種補助金や町負担金の定期的な精査を継続されたい。 
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 ８つ目、小・中学校の教育環境の充実、向上に努められたい。 

 ９つ目、住民ニーズの多様化に対応するため、人材の確保、育成に努められたい。 

 以上、９つの意見を申し上げさせていただきます。 

 また、特別会計においては、国民健康保険特別会計にあっては、国民健康保険加入者に不

公平が生じないよう早急な税率の見直しに取り組まれたい。 

 下水道事業会計においては、生活環境の向上のため、下水道等、適切な家庭排水処理を推

進されたい。 

 以上のように報告を申し上げます。 

○議長（野村泰也） 

 委員長の報告が終わりました。 

 これから各会計別に審議を行います。 

 認定第１号 令和元年度広川町一般会計歳入歳出決算の認定について討論を行います。討

論のある方の挙手を願います。５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 おはようございます。令和元年度広川町一般会計歳入歳出決算の認定について納得できな

い内容があり、反対討論をいたします。 

 民生費や教育費で、人権問題をはじめとすると表現されることがございます。このような

取上げ方は同和問題を特別扱いするものです。数十年前ならともかく、今やこの問題が最も

重要な課題であると考える住民がどのくらいあるでしょうか。必要な事業であれば、公平性

を保つためにも全ての住民を対象にした一般対策事業とするべきだと考えます。 

 そもそも同和地区など存在しません。行政が使うべき用語ではありません。私がその地区

はどこですかと尋ねましたら、何と答えるのでしょうか。 

 令和元年度の決算では文化団体支援事業費の町の文化連盟補助金は18団体363名に対して

495千円です。一方、広川町同和地区文化活動補助金では６名に対して382千円です。教育集

会所の活動も生け花教室、料理教室、パソコン教室など、ほかの公民館活動と同等の内容で

あると私は考えますが、管理費として931,962円が支払われています。特定地域に特化した

補助事業ではなく、一般対策にすべきです。 

 平成14年、国は同和対策事業の法律が終了するに当たり、当時の総務省地域改善対策室が、

なお同和対策事業を続けていくことは部落差別解消のために必ずしも有効ではないという見

解を発表しています。このような補助事業は住民の間に不公平感を生み出し、問題の解決を

遠ざけるものであると考えます。必要な施策は一般対策で行うべきです。公平性という観点

から賛同できません。 

 また、民間運動団体への補助金ですが、運動団体は幾つもございます。特定の団体に対し

て手厚く助成がなされていますが、それぞれの団体は運動方針に基づいて活動しているわけ

ですので、町が特定の団体に厚く補助することなどあってはならないと考えます。 

 また、何年にもわたり同じ金額が支給されていますが、継続しているにもかかわらず、問

題が解決しないというのは理解し難いことです。団体の構成、活動状況などの変化はないの

でしょうか。算定の基準も不明確です。町の第５次総合計画では、基本計画、人権尊重社会

の形成の中で「人権・同和教育の取組が後退し」との文言が検討されています。長い間、取

り組んできた同和教育、同和対策と言われる取組が真に有効なものであったかどうか、問わ
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れているのではないでしょうか。 

 真に人権尊重の町となるような施策を求め、反対討論といたします。 

○議長（野村泰也） 

 次に、賛成者の発言を求めます。11番梅本哲君。 

○11番（梅本 哲） 

 私は賛成の立場で討論をいたします。 

 ７月から８月にかけて町の監査委員による定期監査が行われまして、財務監査、それから、

行政監査両面から適正であったと報告を受けております。 

 さらに、今議会でも決算特別委員会で審査が行われまして、賛成多数で認定をされておる

ところであります。 

 以上をもって賛成討論といたします。 

○議長（野村泰也） 

 ほかにありませんか。３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 ３番議員の竹下であります。私は令和元年度広川町歳入歳出決算のうち一般会計歳入歳出

決算の認定について、不認定である旨、討論をいたします。 

 一般会計等決算特別委員会が14日から昨日の16日まで、周到、厳格に実施されました。そ

の中で、各会計の歳入歳出、財産管理、基金の運用等の多くが適正かつ効率的に執行等なさ

れていることを確認することができました。また、令和元年度の健全化判断比率については、

実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の全てについて健全段

階を示していることも確認をいたしました。 

 しかしながら、一般会計歳入歳出決算に関して、以下の２項目について得心できない状況

がありましたので、申し述べさせていただきたいと思います。 

 １つは、地域医療体制充実推進事業費としての公立八女総合病院企業団負担金、これが１

億円を超える額であることについてであります。 

 負担金額の算定要領については、事後、細部の確認等をさせていただきますけれども、八

女市と広川町の人口比率と住民課から説明を受けました総入院患者数等の比率からしても、

この負担金の額は多過ぎるものと判断をいたしました。また、前年度歳出との比較において

も、患者数の減少にかかわらず、その負担金の額が増加していることには単純に違和感を

持った次第であります。 

 極めて貴重な存在として、みどりの杜病院の運営もあり、公立八女総合病院企業団からの

脱退にはさらに慎重な検討、調整が必要かとは察しますけれども、公立八女総合病院には特

定健診に欠かせない内科機能を現に備えていないこと等もあり、せめて今次行われる国勢調

査の実施等を契機として、当該負担金の低減に強く努めていただきたいというふうに思って

おります。 

 ２つ目、あと１つは、下広川小学校屋内運動場改築事業費についてです。 

 なお、この件につきましては、私は本定例会において一般質問をいたしましたので、内容

の説明は割愛をさせていただきます。 

 以上、２つの事柄は広川町監査委員が広川町一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運

用状況審査意見書の中で、財政運営についての項で述べられた収支の均衡の原則、財政構造
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の弾力性の確保及び行政水準確保向上の原則に対しても大きく影響をいたしております。 

 今後、国内、そして、我が広川町についてもいよいよ人口減少が顕在化していく状況にお

いて、これに伴い、町税等の自主財源の増収が見込めない中において、また、後ほど地方財

源等の確保を求める意見書に係る発議もありますけれども、国自体の財政に関しても、今次、

新型コロナウイルス感染症の影響も加わり、さらに悪化することが容易に予測される情勢に

おいては、所要の子育て、教育、高齢者等福祉、災害対応、また、インフラ整備等の事業推

進に際しては、真に町民の生命、財産を守り、また、その福祉の向上を結ぶものを選定し、

さらにその上で優先度を的確に付す概念を厳格に保持すること等により健全な財政運営に御

努力いただくことを強く要望し、不認定の討論といたします。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ほかにありませんか。９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 反対討論がありましたので、私は賛成討論をさせていただきます。 

 決算審査においては執行部が事業、大まかな予算の説明を十分にしていただき、細部にわ

たっては議会を代表して監査委員を選出し、定期的に審査を行っていただいております。 

 また、先ほどの反対討論はありましたけれども、単年事業においては、やはり長期にわ

たった事業としても、当初予算、計画、そしてまた変更等あるとき、事業の進行中において

も適時説明が行われておりますし、自主財源の確保においても、現在行われているほとんど

の事業は自主財源の増につながる大切な事業と説明をいただいて、自分たちもチェック体制

をつないでおります。 

 何よりこれは住民要望と住民の安心・安全につながる事業がほとんどであり、これに対し

ては賛成させてもらいたいと思います。 

 また、同和問題が出ましたけれども、個人の感覚では問題があるということもありますが、

これは法的に認められている文言であり、大切な事業だと思っております。環境整備につい

ては、一度国では終わったとされておりますが、やはり差別が続いている中、これは今まで

が住民の方たち、国中に大事なことだと思いますけれども、見て見ぬふり、また、臭い物に

は蓋をしておく、こういった気持ちや表れが問題と続いており、当事者ではプライバシーの

問題を隠しておきたい、また、その他の人はやはり差別をする。 

 今後、町や国は全ての差別をなくすと取り組んでいます。この辺に関しては、やはり継続

して一番取り組んでいるところに予算協力をお願いするのも大切な事業と思い、賛成の討論

とさせていただきます。 

○議長（野村泰也） 

 ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから認定第１号 令和元年度広川町一般会計歳入歳出決算の認定についてを採決いた

します。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。 
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 討論がありましたので、この採決は起立によって行います。 

 この決算は委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（野村泰也） 

 起立多数です。よって、認定第１号は原案のとおり認定することに決定いたしました。 

 次に、認定第２号 令和元年度広川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、

これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから認定第２号 令和元年度広川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

てを採決いたします。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長の報告のとおり

認定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、認定第２号は原案のとおり認定することに決定いたしまし

た。 

 次に、認定第３号 令和元年度広川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから認定第３号 令和元年度広川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いてを採決いたします。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長の報告のとおり

認定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、認定第３号は原案のとおり認定することに決定いたしまし

た。 

 次に、認定第４号 令和元年度広川町住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから認定第４号 令和元年度広川町住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算の認定

についてを採決いたします。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長の報告のとおり

認定することに異議ありませんか。 
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    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、認定第４号は原案のとおり認定することに決定いたしまし

た。 

 次に、認定第５号 令和元年度広川町広川防災ダム管理特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから認定第５号 令和元年度広川町広川防災ダム管理特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてを採決いたします。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長の報告のとおり

認定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、認定第５号は原案のとおり認定することに決定いたしまし

た。 

 次に、認定第６号 令和元年度広川町水道事業会計決算の認定について、これから討論を

行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから認定第６号 令和元年度広川町水道事業会計決算の認定についてを採決いたしま

す。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長の報告のとおり

認定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、認定第６号は原案のとおり認定することに決定いたしまし

た。 

 次に、認定第７号 令和元年度広川町下水道事業会計決算の認定について、これから討論

を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから認定第７号 令和元年度広川町下水道事業会計決算の認定についてを採決いたし

ます。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長の報告のとおり

認定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、認定第７号は原案のとおり認定することに決定いたしまし

た。 

 なお、先ほど委員長が報告しました委員会の意見を私の名前をもって町長に対し提出した

いと思いますので、御了承願います。 

      日程第８ 発議第２号 

○議長（野村泰也） 

 日程第８．発議第２号 義務教育全学年で少人数学級を実現することを求める意見書の提

出についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 義務教育全学年で少人数学級を実現することを求める意見書案について説明いたします。 

 私は３つの観点から少人数学級を実現すべきだと考えます。 

 １つ目は、一人一人の学ぶ権利を保障することです。 

 コロナ感染症による一斉休校などによって生じている学びの遅れと格差の広がりなど、学

ぶ権利はより一層保障されていないと思います。 

 私ごとですが、私は35年間、久留米市内の小学校に勤務いたしました。教師は45分間、あ

るいは50分間の限られた授業時間中、幾度となく机の間を巡って子供たちの学習の様子を見

ます。目当てをつかみ、自分の考えをつくることができているか、全体で交流した後の段階

では目当てを達成できているか、つまずきはないか、定着したかなどをつかみ、個別に指導

を行います。どの段階でも学級の人数が少なければ、当然一人一人に向き合う時間は多く確

保されます。学ぶ楽しさを実感させることができます。しかし、40人の学級では個別の学習

支援でも、考えを出し合い練り上げる交流でも限界があり、学ぶ権利を十分保障していると

は言い難いものです。 

 ２つ目は、心のケアの面からです。 

 国立成育医療研究センターの「コロナ×こどもアンケート」では、子供たちは学校が始

まってうれしいと思っている反面、子供同士の接触を制限され、コロナのことを考えると不

安だ、集中できないなど、不安とストレスを感じています。また、ユニセフの38か国の子ど

も幸福度についての調査の中で、精神的幸福度の項目では38か国中37位と日本は最低レベル

だとする報告書が公表されました。これは生活満足度や自殺率から精神的幸福度を見るもの

ですが、厚生労働省の自殺対策白書によると、自殺の動機、原因は学校でのいじめなど、学

校の問題が最も多かったと指摘されています。 

 全ての子供たちが自分を見てほしいと願っています。保護者も我が子をしっかりと見てほ

しいと願っています。しかし、40人の学級では１日のうちに一回も声をかけられない子供も

出てしまいます。手厚く、そして、柔軟な教育が求められていると思います。 

 ３つ目は、「新しい生活様式」で求められている一人一人の距離を保つということです。 

 政府は人と人との距離を最低１メートル空けることを「新しい生活様式」としています。

日本中でイベントなど、人と人との距離を保つために人数制限を行ったりしています。し

かし、学校だけは３密の状態です。40人の学級ではこの距離を保つことができません。

ＯＥＣＤのほとんどの加盟国が一、二メートルの人と人との距離を確保することを学校再開
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の条件としています。コロナの危機の中で、40人学級のままでは子供たちの学びや心のケア、

安全を保障することはできない。分散登校の折の経験から、子供一人一人の顔が見られ、対

話ができ、ゆとりがある、感染予防もできると、少人数学級のよさを先生方も子供たちも実

感したのではないでしょうか。 

 こうした中、全国知事会、全国市長会、全国町村会長会、全国の小・中・高・特別支援学

校の４校の校長会も政府に少人数学級を要望しました。教育研究者有志の少人数学級を求め

る署名も全国に広がっております。政府の教育再生実行会議も、３密回避の点からも少人数

によるきめ細やかな指導体制を計画的に整備する方向性を確認しました。予算編成の過程で

関係者間で丁寧に検討するよう要望しています。 

 また、閉会中審査で、経済財政運営と改革の基本方針に「全ての子供たちの学びを保障す

るため、少人数によるきめ細かな指導体制の計画的な整備やＩＣＴの活用など、新しい時代

の学びの環境の整備について関係者間で丁寧に検討する」という一文が入りました。また、

萩生田文科大臣はこの整備の中には少人数学級の検討が含まれると明言し、来年度からの段

階的な実施も含め検討したいと表明しています。 

 広川町は少人数学級を目指し、既に平成28年度から段階的に取り組んでいます。町の先進

的な取組を議会としてもさらに応援していきたいと思います。 

 世界の動向を見ても、日本の全国的な動きを見ても、政府の動きを見ても、また、来年度

予算編成に入る時期を考えても、まさに今、広川町議会の総意として意見書を届けたいと思

います。議員の皆さんの賛同をよろしくお願いします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。９番池尻浩

一君。 

○９番（池尻浩一） 

 意見書にあるコロナだけの問題ではなく、本当に広川町は長らく少人数学級を求めた状況

にあります。これは単に町だけでどうこうできる問題じゃなく、やはり県及びこちらを管理

する南筑後教育事務所管内の状況というのは非常に大切なところだと思いますけれども、そ

れに職員数、また、他地域の取組、こういったものがどうであるかということをお尋ねした

いと思います。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 まず、近隣市町村の状況についてですが、南筑後教育事務所管内は８つの自治体がござい

ますが、筑後市は小学校６校で35人学級を実施しております。また、みやま市は中学校２校

で35人学級を実施しているということでございます。あと、広川町が35人学級に取り組んで

いるという状況です。 

 また、北筑後教育事務所管内においては７自治体ございますが、大刀洗町とうきは市が、

全学年ではありませんが、一部少人数学級の実現ができているというふうにお聞きしました。

あと、久留米市、筑前町、朝倉市においては、町独自で財源を組むのではなく、県費職員の

担任外の加配教員を充てて、一部少人数学級を実施しているという状況だとお聞きしました。 

 つまり自治体によって格差が生まれているということです。これは自治体任せにせず、国
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の責任で教育の機会均等を保障し、教育条件の整備を図るべきということだと思います。 

 また、広川町においては平成28年度から30人学級、35人学級に取り組んでおりますが、本

年度と昨年度は先生が見つからず実施できていないというふうにお聞きしました。先生たち

が足りないのではないかという話がございますが、令和３年度に向けての福岡県の…… 

○議長（野村泰也） 

 江藤議員、質問に対してだけ答えてください。 

○５番（江藤美代子） 

 はい。質問と思っているんですけど、すみません。 

 採用試験の状況では小学校1.4倍、中学校は3.2倍になり、なりたい人はまだいるという状

況です。そして、先ほどから意見書として出しております少人数学級の実現をすることに

よって先生たちの働き方が改革され、もっと若い人たちの中に先生になりたいという人たち

も増えてくると考えております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ほかにありませんか。８番光益良洋君。 

○８番（光益良洋） 

 数点お聞きしたいと思います。 

 今回提案されてある案は、本当にすばらしい案だと私は正直思っております。そういった

中で、意見書案の中で数点聞きたいと思いますが、まず、少人数を何名程度と考えておられ

るのかということと、義務教育の全学年ということで、私学の小学校と中学校も含まれるの

かというところの観点と、あと今、江藤議員が言われておりましたけれども、平成28年度か

ら実際広川町でもやっております。それの課題、１年ごとにある程度こういった課題がある

という話はお聞きしますが、まだ今実際４年目ですね。４年目の中で、検証した中でこう

いった意見書案になったのかどうかということをちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 少人数学級ということで、じゃ、具体的に何名を思っているのかという御質問ですが、い

ろんな数字が上がっていますけれども、この人数をというふうに意見書として書いていない

のは、財政的な面もございますし、段階的にそれを行っていくべきだということで、多くの

人の賛同を得られる少人数学級というふうに提示をしております。 

 また、義務教育全学年ですので、当然、私立の小・中学校も国の対応、対策として入れて

ほしいというふうに思っています。 

 それから、町が取り組んできた少人数学級の課題ということですが、課題の一番は、やは

り先生方の確保が難しいということですが、実際、先ほど言いました北筑後教育事務所管内

では県費の加配教員を少人数学級にするために担任としているという例もございます。ただ、

南筑後教育事務所管内でございますので、そこら辺が少しずれているのかなというふうには

思いますが、課題としては先生の確保ができないということ。その原因はいろいろあると思

いますが、先ほど申しましたように、少人数学級を実現することで先生方の働き方改革も少

しはできるのではないか、少人数学級を実現することが先生の確保にもつながるのではない
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かというふうに考えています。 

 あと、長野県は2013年度に小・中全校で35人学級を実現しております。その中で、問題行

動も減ってきたとか、それから、学力検査の結果も伸びてきたという実証もございます。広

川町でもそういう少人数の成果を確認した上で、この取組を続けているというふうに思いま

す。 

 また、先輩議員もこの町の提案を応援して予算を通し、議会全体として町と一緒になって

応援してきたものと思っております。 

○議長（野村泰也） 

 ほかにありませんか。８番光益良洋君。 

○８番（光益良洋） 

 おっしゃっていることは本当にいいことで、ごもっともと思いますが、ここは広川町です

ね。広川町議会から意見書を出すということになってくれば、やはりきちんと今事業をされ

ていることとの整合性を保つことが一番じゃないかなと私は思います。そこできちんと結果、

課題等を検証するなり、やはりそこで問題点等が出ると思うんですね。おっしゃっているこ

とはごもっともです。ですけど、今実際行っている中での意見書ということになるならば、

そういった形になるかと思います。 

 きちんとそういったところで協議されましたか。思います、思いますという反応をいただ

きましたが、思いますじゃなくて、やっぱりそういった意見交換をやった中で出すべきだと

いう判断をされたのか。 

 それともう一つ、江藤議員も私のところに個別にこの意見について御相談というか、来ら

れたときにお話をさせていただいたと思うんですけれども、残念かな、私が言った以降に教

育委員会等々に出向かれてお聞きになっているという話も聞いておりますので、きちんとそ

ういった話をされているのかというのをもう一度、思う、思うじゃなくて、そう教育委員会

側も言ったという結果があるのかどうかというのをお聞かせ願っていいですか。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 まず、これは意見書ですので、議会の中で協議をして、皆さんの合意を得て提出するとい

う形のものではないと考えます。 

 あと、町が行っている少人数学級の取組、これについての課題とかは整理されたのか、町

の事業と整合性があるのかという御質問ですが、町は少人数学級を実際に何年も前から進め

ているわけです。議会もそれを提案され、承認しているわけです。この議会の中で、私は新

人議員ではございますが、提案をする。本年度の予算についても少人数学級の予算が提案さ

れました。それについても皆さん賛同をしているわけですので、町の取組と意見書の内容に

ついては整合性があると考えております。 

○議長（野村泰也） 

 ８番光益良洋君。 

○８番（光益良洋） 

 ３回目になりますので、最後と。 

 おっしゃることは本当にそうかもしれませんけれども、ここで討論をやってもあれなんで、
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質問という形に代えさせていただきますが、先ほどの少人数学級に関しては段階的にという

お話をされておったと思いますね。そうした中で、教員確保云々もやはり一番大事なことだ

というのはお互いに理解している部分だと思いますが、教員の確保も、むやみに増やしても

どうかなという考えを私は持っております。それはなぜかといいますと、やはりマスコミ等

では結果が出ているんですね。やはり教員の質が低下しているという結果が今実際出ていま

す。児童・生徒に対するセクハラとか淫行行為とかというのが今年度増えているという結果

も実際出ています。 

 そういった中で、本当にむやみに先生を増やすべきなのかという考えもありますが、南筑

後教育事務所管内においても、今ちょっと私が聞いたところによっても、やはり教師不足と

いうのが本当に懸念されているということで、教師の確保が確実にできるかということは今

おっしゃっているとおりだと。やっぱり国の主導でやっていかにゃいかんということには賛

同はしますが、そういった低下を起こすような集め方というのはよくないと思うんですね。

そこら辺もどう思っておられるか。それは実際数字的に出ているので、そういったのをどう

思われているか。今、教員の質の低下が起きているというのをどう思われているかというこ

と。 

 あとは、今、広川町が置かれている立場としては、少人数学級において段階的に減らすと

いう答弁をいただきましたが、現在、教室の確保というものができるのか。特に、南筑後教

育事務所管内ではマンモス校と言われている中広川小学校は本当に、例えば、35人学級に

なったとしても、中広川小学校では全学年は不可能だというふうに聞いております。さらに

それから少なくなれば、さらに不可能な形になるかと思います。 

 意見書には施設に対する助成もという形もあっておりますが、例えば、中広川小学校には

敷地がないわけですね。そういったのを江藤議員としてはどう考えておられるのか、お聞き

します。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 教員の確保については、先ほど令和３年度に向けての採用試験の実態を報告しましたが、

過去10年間で定年退職を迎えた教員は、全国的な話ですけど、20万人と言われ、そのうちの

半分の10万人は再任用などで働いております。また、全体的には教員採用試験の受験者数は

13万7,753人というデータがあり、そのうちの７万3,080人が採用されているということです

ので、先ほども言いましたけど、先生になりたいと思っている人はまだまだたくさんいると

いうふうに思います。 

 それから、教師の質の低下というふうに言われました。確かにそういう事例は実際起こっ

ております。だからといって、先生を増やすことに反対というふうにはならないと思います。

教育長は先生の質の向上を目指して研修を進めているというふうにいつも言われます。質の

低下があるから先生を増やすのはおかしいんじゃないかという議論はちょっと私には理解で

きません。 

 それから、広川町の教室の確保はどうかということですが、教育委員会のほうにお尋ねし

ますと、先ではそれは予測できないかもしれませんけど、当面確保はできるというふうにお

聞きしております。現在、中広川小学校の４年生は３クラスで、39名、40名、40名の満杯の
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状態です。この状態でいいのか。それから、５年生は36名、37名、38名、６年生は38名、36

名、36名、下広川小学校は38名、１クラスです。この状態で本当に学力が保障できるのか、

手厚くケアできるのか、コロナ禍の中で安心・安全が守れるのか、この観点で考えていただ

きたい。敷地の問題や、それから、教室の確保の問題はありましょう。でも、それだからこ

の意見書がおかしいというふうにはならない。議員の皆様にはこの趣旨に沿って判断をお願

いしたいなと思います。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 今るる説明されたのを聞いていたんですけれども、実は私は小規模ながらボランティアで

久泉公民館で中学生に教えています。それと、町の施策で学び道場というのがあって、それ

にも参画をさせていただいていて、私は比較的広川中学校を主体とした広川町の実態をまあ

まあ把握できているのかなと思う立場から、今御説明された３つのことについては、ＯＥＣＤ

等の比較のこともありましたけれども、一々納得をした状況です。 

 最後、お伺いしたいのは、るる説明があっているように、それはそうなんだけれども、広

川町の今の実態がどうなっているのかということを確認されたことについて、生のお声を頂

戴できればと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 子供たちは、例えば、ストレスとか感じた場合に、自分がストレスを受けているというこ

とを自覚するというのもなかなか難しいという特性もあります。それをさらにこういうふう

に大変だと伝えることも難しいという特性も子供たちは持っています。だから、明るく元気

に通っていると言われますが、本当に明るく元気に通っているというふうに丸々素直に受け

取れないところがあります。 

 私は小学１年生の孫を持っておりますが、コロナ休校の折には何か心がもやもやすると言

いました。本当にそうだと思うんですよね。やっとのことで自分の気持ちというか、心の状

態をその言葉で表現したなと思っています。 

 あと、学びの保障についても言いましたが、具体的にまだ学校に行って参観できるという

状況にございません。ですが、35年間の教師生活の中で、もっと人数が少なければもっと回

れるのにと。机の間を回って見るのは、５分とか７分ぐらいの時間しか授業中は取れないん

ですね。その中で40人を回って支援をしていくということは本当に難しいことです。私は最

後のほうは指導方法工夫改善という教員をしておりました。それは１クラスを２つに分けて

授業を行うわけですけれども、その折には本当に一人一人のノートを見て、その考えをつか

んで、自分から交流の場で手を挙げない子供たちにも、いい考えを書いていたのよね、言っ

てというふうに指導もできます。もちろん定着にも時間を取れます。学びの保障という点で

は少人数学級は本当に大切なことだと思います。 

 あと、３番目の３密については皆さん御存じだと思いますので、省略させていただきます。 

○議長（野村泰也） 

 ほかにありますか。12番野田成幸君。 
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○12番（野田成幸） 

 私は江藤議員の発言に対しては理解はしていますけど、今、国のほうはデジタル庁ができ

るじゃなかですか。ＩＴ、そういうコンピューターとかなんとか、パソコンのほうもいろん

な面で今から考えていってもらいたい。私も広川町をずっと見ていると、学校に行きたくな

い人とか登校拒否の人とか、いろんな方が少人数学級になったからといって、そういうとこ

ろまで考えていくならば、今から先のＩＴとかなんとかも一緒に考えたやり方を持っていっ

たほうがまだいいと思うので、広川町の事情をもうちょっと考えていただいて発議をしてい

ただきたいなと私は思っております。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 ８月４日の教育再生実行会議の中で、少人数学級を推進するよう要請をしております。少

人数学級の要請の理由として、３密回避とともに、パソコン端末の活用の観点からも少人数

をというふうに要望をされています。予算編成の過程で丁寧に検討をということで要請が

あったのですが、そちらのＩＴのほうで子供たち一人一人の習熟度とかつまずきを見て、そ

れに対応していくということも必要ですが、そのためにも少人数学級が必要だというふうに

再生実行会議は述べているということです。 

 確かに少人数になったからといって、登校拒否とかいろんな課題が解決するわけではあり

ません。しかし、子供たちにゆっくりと向き合う時間が今の現場では本当に取りにくいんで

す。６時間の授業をして、登下校の安全もありますけど、会議とかいろんなものがあって、

追いたくるように子供たちを下校させて、本当にゆっくり子供たちと向き合うという時間が

学校現場では取りにくい状況にあると私の経験から思います。そういう意味でも、少人数学

級は本当に早急に実現されなければならないというふうに考えます。 

○議長（野村泰也） 

 12番野田成幸君。 

○12番（野田成幸） 

 だから、ＩＴ活用でいろいろ、私は家庭でもしパソコンでされるなら、そういうやり方、

登校拒否の人とか、あんまり学校に行きたくないとか、実際いろいろおられると思うんです

よ。そういうことも考えていくほうが今から先は大事じゃないかなと私は思っているんです

よね。だから、学校の先生が足らないなら、そういうＩＴに強い教員の方を育成していくと

か、何かやり方がまだあるんじゃないかなと思っております。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 野田町議の関連で質問させていただきます。 

 学校教育をどのように捉えているかということについての江藤議員の御見解をお伺いした

いと思うんです。 

 簡単には言えないと思いますが、教科の教育もあるとともに、やっぱり学校というのは子

供たちが集まって学ぶこともあるし、今回、正課となった道徳教育なんかは、やっぱりＩＴ

ではなかなかなせない。そういう教科もあるわけです。だから、そういうふうな学校教育を
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どのように捉えられているのかという今の質問の切り口からの御回答をいただけたらという

ふうに思います。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 確かに教育は学校だけではなく、地域、それから、家庭が一体となって進めるものです。

ですが、例えば、家庭とかでＩＴを使ってそういう教育もできるんじゃないかという御質問

でしたが、家庭によって格差がございます。先日、学校のほうからＷｉ－Ｆｉ環境がありま

すかというアンケートが来ましたけれども、その結果を聞いておりませんが、Ｗｉ－Ｆｉ環

境のない子供たちもいますし、実際にタブレットとかパソコンとかを持たない家庭もあるわ

けですよね。でも、先ほど言いましたように、教育の機会均等という面から考えれば、確か

に地域や家庭の教育は大事ですが、国の責任として、行政、自治体の責任として、全ての子

供たちに教育を保障するということが求められているというか、それは国の責任、町の責任

だと思うのです。 

 学校は教科ももちろん教えますけれども、本当に学校に行って子供たち同士というか、友

達に会うこと自体が子供たちはうれしいんです。友達と会って遊んだりけんかしたり、それ

がやっぱり人間同士のつながりの中で、学校の中でしか学べないものがあるわけですね。で

すから、学校教育は確かに学力をつけるという面もございますけれども、そういう人間を育

てるという面から、本当に大事な場所というふうに考えます。 

○議長（野村泰也） 

 ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。１番山下茂君。 

○１番（山下 茂） 

 １番山下茂です。少人数学級を実現することを求める意見書に反対する立場で討論させて

いただきます。 

 子供たちに求められる教育課題は大きく変わってきております。先ほどの中でもありまし

たが、小学校では英語やプログラミング、それから、今年度、道徳と、新しく教科が加わり、

先生たちへの負担が増えているのは承知しております。しかし、その解決策が少人数クラス

の導入なのでしょうか。児童が少なくなったとはいえ、先生は国語、算数、理科、社会、体

育、音楽、家庭科、新しく加わった英語やプログラミング、道徳など、１人の先生に任され

ることになります。ほかにも挨拶運動、交通安全対策、運動会や修学旅行などの学校行事、

ＰＴＡ、保護者の対応や家庭教育への理解、学校訪問、研究発表等の研修、児童の心のケア、

言い出したら切りはありません。このことが少人数クラスになっただけで解決するのでしょ

うか。 

 先生を増やすことには賛同しております。同じく先生を増やすなら、現在、中学校で行わ

れているような教科担任制を一部採用したほうが先生たちの負担感も減りますし、教育効果

も高くなってくると思います。小学校の先生もそれぞれに専門があり、得意な教科を教えて
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いったほうが子供たちもより深く学ぶことができます。 

 現在、よく行われている対応では、理科の専門教師の配置を行ったり、算数を段階的に応

じた少人数クラスの編制、先ほど江藤議員が言われた指導方法工夫改善です。また、英語授

業ではＡＬＴの活用や、体育の授業ではスポーツの専門家等の配置が行われております。例

えば、広川町では上広川小学校で体力面での課題が出た場合など、サスケサーキットなど新

しい取組が行われます。そのときに専門家が近い場所にいることで、いろんなアドバイスや

相談を受け、問題解決やその後の運用が物すごくやりやすくなると思っています。また、先

生が増えた場合は、任せられる授業は先生に任せて、担任の先生は先ほど言われたフリーな

時間を増やしたりと、そういうような活動をすることのほうがより効果的ではないでしょう

か。例えば、今回の補正予算でもありましたコロナ対策のための消毒をする方、業務を減ら

せる対策、また、マル・バツの採点や事務作業を手伝ってくれる対策など、担任の先生たち

の時間をつくり出し、児童・生徒と関わる時間を増やしてもらい、町で現在行われておりま

すきめ細やかな教育活動方針にも整合性が取れてくることだと思います。事務作業の軽減や

授業科目の軽減を優先したほうが、負担感のある先生方には有効ではないのでしょうか。 

 今回、いろいろな方に御意見を聴きました。その中で、福岡教育大学の生徒さんに会って

お話を聞いてまいりました。大学では３年生になると、小学校、中学校、幼児教育等の専門

課程に入っていくそうです。小学校のクラスでは１学年約300名程度の先生の卵たちがいる

そうですが、４年生になって学校を進路希望するのは約半数の150名だそうです。実習など

を行い、学校での負担感やそういうものがあったのかもしれません。そして、その150名の

赴任先の希望も福岡市近郊が多く、南筑後教育事務所管内への希望は少ないということでし

た。 

 現在、先生方の大量退職の時期で、僕の記憶が正しければ、南筑後教育事務所管内で小・

中学校合わせて約100名程度の方が退職されていると思います。そういう中、広川町でも

ずっと雇用を募集されていますが、年々状況は厳しくなっており、今後もその状況はまだ続

くと思います。なかなか実現可能な話ではないと思っています。教師を増やすという点につ

いては賛同します。しかし、少人数クラスだけをすることによって解決するものではないと

思っています。教師の働き方改革とともに、先生たちの活躍する場、専門教科の特化や学校

に協力する関係者、そういう方々を増やし、単に少人数学級を実現することだけで解決する

とは思っておりません。そのために、この少人数学級を実現することを求める意見書自体に

対しては反対させていただきます。 

○議長（野村泰也） 

 ほかにありませんか。９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 ９番池尻です。反対の討論がありましたので、私は賛成の討論をさせていただきたいと思

います。 

 まず、少人数学級を実現することを求める意見書ですから、これに関しては、やはり教育

長が進めていただいている事業で、町の事業として長らく平成28年度から予算、事業として

自分たちは通してまいりました。半年前の予算でもこれは通していることでありますし、今、

反対するというのは非常にちぐはぐな内容ではないかと思います。また、今後の半年後の予

算に対しても、教育長、また、現在、町が取り組んでいる事業に対し十分な成果を上げられ
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ているという内容に対し継続するに当たっても、これをまた覆すような内容になるのではな

いかと思っております。こんなちぐはぐな状況でやっていただいてはちょっと困りますし、

また、ＩＣＴ、学力等を絡めた中での問題も上がってきておりますけれども、これは少人数

学級において、やはり教職員等の確保、とにかく少人数にすることに対してのメリット、デ

メリットはあるでしょうけれども、それはまた別のところで考えるべきじゃないかなと。 

 まずは今回の意見書に対しては、主観的にも皆さん少人数学級に対してはいいと思ってい

るはずでしょうし、また、親から見た、地域から見た子供たちの状況に対しても、少ない人

数で先生たちが本当に細かいところまで目の届く授業というのを実現してほしいという要望

が多く、皆さんが思っていることだと思っております。やはりこれに対しては町単独ではも

ちろんできない事業でありますし、国、県に対して強く何度も手を替え品を替え要望、意見

を出していくことが何より大切ではないかなと思っております。 

 今回の件に対しては以上の内容で賛成とさせていただきます。 

○議長（野村泰也） 

 ほかにありませんか。８番光益良洋君。 

○８番（光益良洋） 

 ８番光益でございます。賛成か反対かといえば、今回については反対ということで討論を

させていただきます。 

 先ほども質問等々で何回も言っておりましたが、この案に対する全体的な内容については

大賛成でございます。しかし、やはり広川町議会から出すという意見書として、江藤議員も

さっきも申されておりましたけれども、議員個々が考えて出すという観点には私も同感です

が、これが実際に広川で現在行われていない事業として、やはりこういう事業を取り入れて

やってくれということを国に要望することであるならば大手を振って私は賛成としていいん

ですけれども、先ほど池尻議員のほうから言われたように、今回も予算は通しています。で

すから、本当に少人数学級に対する取組というものは私もやっていかなきゃならないという

思いの中で、今回なぜ反対という形を取らせていただくかというと、文言に対することで、

細かく細かくいけばいろいろあるんですけれども、大まかに案の中の文言でいけば、「７時

間授業や土曜日授業、夏休み短縮など」云々という文言がありますが、それに対して子供が

ストレスを受けているということの捉え方は、多分、私の思いでは全国的にという判断で書

かれているのかなと思います。この文言を見る限りでは、やはり広川町議会が出すというこ

とであるならば、広川町内の中でこういったことでストレスを抱えていると捉えるのが妥当

かなと私は捉えた中で、現在は７時間授業は町内ではやっておりません。そして、土曜学級

においても７月から11月に４回のみの実施ということでお聞きしておりますので、夏休みの

短縮については若干ストレスを感じている子供がいるかと思いますが、そういったところで

ストレスを広げているというようなことにはつながらないのかなとも若干思っております。 

 質問の中でも、義務教育という観点で私学を含めますかということをお聞きしたところ、

議員は私学を含めるという形のお答えをいただいたかと思います。しかし、こういった意見

書を通した中で、あとは県の教育委員会にこういった国から少人数学級を求める──少人数

学級に対する予算等々の流れが出来上がった場合は、私学は含まないそうです。それを御理

解いただいていたのかなと思います。ですから、私はそういった私学も含めた中での義務教

育の少人数学級も、せっかくこういった意見書を出すんであれば、そういったところまで踏
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まえた中で、広川町においても必ず公立学校に行っている児童・生徒ばかりではない。私学

に行っている児童・生徒もあるということを考えてみると、これはちょっとまた違うのかな

と考えるところでした。 

 ですから、そういったところも踏まえた中で、義務教育全学年ということであるならば、

もちろん考え方によっては私学も入れるのが妥当だとは思いますが、だけど、そういったと

ころでやっぱりきちんと私学も入れたりとか、そういった文言的なものが、先ほども申しま

したけれども、広川町のやっていることとの整合性が取れていない部分と、広川町議会の名

前として出す以上は今の町の現状ともきちんとすり合わせをやった中で、今の課題、そう

いった予算をせっかく通して頑張っていただいていることの課題等々もきちんと深く掘り下

げた中で意見書として出すべきなのかなということで、この少人数学級を実現ということに

関しては大賛成ですけれども、ちょっとそういったところで疑問を持ちましたので、今回の

提案については反対として討論させていただきます。 

○議長（野村泰也） 

 ほかにありませんか。３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 ３番の竹下です。私は賛成の立場から討論させていただきます。 

 私は大きく２つの立場から言わせていただきます。まずは我が町の行政との整合性につい

ては、１つの例を挙げますと、今回、３号バイパスを非常に町長が御尽力いただいて、でき

る見込みがついたんですけれども、その中で上広川小学校の建て替えの問題があって、それ

については既に教育長が、上広川小学校の現在児童数は約180名ぐらいでありますけれども、

やっぱり学校の規模というのは１学年２クラス、これを計算すると、今のままだと１学級16

名になって、私は非常に妥当な数だなと、それを単純に考えてですね。私はやっぱり１クラ

スは20名以下にしないと、少人数の効果がないというふうに実態として考えています。 

 実際、今、広川中学校に学び道場に行かせていただいているんですが、あまり細々は申し

ませんけれども、やっぱり授業についていっていない子というのが非常に多いです。ほかの

自治体は分かりませんが、これが広川町の実態だろうと思います。 

 あと、失礼ですけど、下広川小学校に妻が臨時勤務させていただいているんですけれども、

やっぱり担任の先生の状況等は大変だなといつも言っているんですよね。私的な指導も加え

るんですけれども、ちょっと失礼になりますけれども、教科の授業でＰＤＣＡがひょっとし

てできていないかもしれないと。いわゆる授業の評価をして、それを次の授業のプランニン

グにまた役立てるというルーチンができないぐらい忙しいのが先生の実態ということであり

ます。 

 この少人数学級というのは、いろんな施策が教育の改善に必要な中において、私はテーマ

をもたらす一つのいいマターだというふうに考えています。教育というのは、当然、主体的

には親の責任であると言われますけれども、大きくは教師と、それと児童・生徒、この両方

の立場があって成り立つものでありますけれども、理解度を増やすという言い方からすると、

児童・生徒にも有利だし、先生の負担軽減、それによってさらに教育の内容が充実するとい

う観点から、これは非常に有効だと思います。少人数制を要求することは議会としても私は

有意だと考えて、賛成をしたいと考えています。 

 以上です。 
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○議長（野村泰也） 

 ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これから発議第２号 義務教育全学年で少人数学級を実現することを求める意見書の提出

についてを採決します。 

 異議がありますので、この採決は起立によって行います。 

 原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（野村泰也） 

 起立多数です。よって、発議第２号は原案のとおり可決されました。 

 よって、発議第２号は原案のとおり関係機関へ送付することに決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

午前10時46分 休憩 

午前10時53分 再開 

○議長（野村泰也） 

 それでは、全員おそろいですので、休憩前に引き続き会議を開きます。 

      日程第９ 発議第３号 

○議長（野村泰也） 

 日程第９．発議第３号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に

対し地方税財源の確保を求める意見書の提出についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。11番梅本哲君。 

○11番（梅本 哲） 

 11番の梅本です。提案理由を説明申し上げます。 

 コロナ対策は甚大な経済的、社会的影響をもたらしておりまして、住民生活への不安が続

いています。今後、対策の長期化が迫られる中で、地方財政は厳しい状況になることが予想

されておりまして、地方税財源の確保の観点から、地方自治法第99条の規定により、令和３

年度の地方財政対策及び地方税制改正に向かっての内容になりますが、この意見書を提出す

るものでございます。 

 意見書は５つから構成をされております。 

 １は、前段で総論として地方税等の一般財源総額、これは使途が特定されず自由に使える

財源でございますが、この確保、充実を求め、後段では臨時財政対策債の発行額の縮減及び

償還財源の確保を求めるものでございます。 

 ２は、一般財源総額の一つでございます地方交付税を明示いたしまして、総額確保の継続

を強く求めるものでございます。 

 ３は、減少が予想される地方税に関わる補填措置を求めるものでございます。具体的には

現行の減収補填債の対象税目に地方消費税は含まれてはおりませんが、同税は税収の２分の

１が市町村に交付金として交付される中で、財源確保等の観点から同税を含めて弾力的な対

応を求めるものでございます。 
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 ４は、税収が安定する地方税体系の構築に努めるとともに、国税、地方税の政策税制、税

負担軽減措置等を縮小し、新設、拡充、継続する場合は精査の上で厳格に判断することを求

めるものです。 

 ５は、固定資産税の特例措置は今回限りの措置として、期限の到来をもって確実に終了す

ることを求めるものでございます。 

 なお、内容につきましては専門語が多くて、少し分かりづらいところもあったかというふ

うに思いますが、この内容は既に８月のうちに全国町村議長会において国に陳情されている

ものであることを申し添えておきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。３番竹下英

治君。 

○３番（竹下英治） 

 この件については、梅本町議からきめ細やかな事前の御説明をいただいていて、ほぼほぼ

理解をしたつもりであります。 

 ただ、質問が２点ございまして、この１から５、全てそれぞれの格付が同格とは言えない

と思うんですけれども、この中で、どれが一番我が町として要望したいと考えられるのか、

項目を教えてもらいたいということが１つ。 

 もう一つは、２、３、４、５は、私はなるほどと思っているんですが、第１項目について、

やっぱり国家財政がなかなか厳しい状況において、地方の財源を確保してくれと言うだけだ

と、若干無責任というか、視野がちょっと狭いような要求。ただし、これは私も要求するの

はしたいと思うんですが、そういうふうに考えるんですけれども、梅本町議はどのように考

えておられるか、御説明いただきたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 11番梅本哲君。 

○11番（梅本 哲） 

 お答えいたします。 

 この内容については、我が町でどうのこうのという問題ではなくて、全国町村共通の内容

であるというふうに思っております。全て地方税等に関わる内容であるということ、そうい

うふうに理解をして意見書を書いております。 

 それからもう一つは、１番は総論として最初にこういう表現をいたしたわけでございます

が、これについては特に地方交付税がその対象になろうと思いますが、所得税、あるいは酒

税関係が一定の割合が地方交付税のほうに回るということになっておるんですが、これが財

源が不足すると臨時財政対策債になるということでございます。したがって、後で地方交付

税で補填される、保障される金額ではございますけど、あくまでも地方債ということの内容

でございますので、やはり債権が、地方債が累積として積み上がるという課題、影響もある

というふうに思っているんですけどね。そういうところで、なるだけ臨時財政対策債につい

ては控えていただくと。そして、そういう財源をしっかり確保できるような考えを持って進

めていただきたいということでございます。 

○議長（野村泰也） 

 よろしいですか。 
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 ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから発議第３号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対

し地方税財源の確保を求める意見書の提出についてを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、発議第３号は原案のとおり可決されました。 

 よって、発議第３号は原案のとおり関係機関へ送付することに決定いたしました。 

      日程第10 決定第８号 

○議長（野村泰也） 

 日程第10．決定第８号 議員派遣の件を議題といたします。 

 お諮りします。議員派遣の件につきましては、会議規則第127条の規定によって、お手元

に配付しております議案書のとおり議員を派遣することにしたいと思います。これに異議あ

りませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。したがって、議員派遣はお手元に配付しましたとおり議員を派遣す

ることに決定いたしました。 

      日程第11 常任委員会、議会運営委員会及び議会広報調査特別委員会の閉会中の

所管事務調査について 

○議長（野村泰也） 

 日程第11．常任委員会、議会運営委員会及び議会広報調査特別委員会の閉会中の所管事務

調査についてを議題といたします。 

 総務産業常任委員長、厚生文教常任委員長、議会運営委員長及び議会広報調査特別委員長

から、会議規則第74条の規定によって、お手元に配付しました所管事務の調査について閉会

中の継続調査の申出がありました。 

 お諮りします。各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに異議ありませ

んか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、各委員長から申出のとおり閉会中の継続調査とすることに

決定いたしました。 

 お諮りします。本定例会の会議に付議されました案件は全て終了いたしました。よって、
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会議規則第６条の規定により、本日をもって閉会したいと思います。これに異議ありません

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、本定例会は本日をもって閉会することに決定いたしました。 

 以上をもって本日の会議を閉じます。 

 これをもって令和２年第３回広川町議会定例会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

午前11時５分 閉会 
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