
１ 
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◎開会の宣言  

○委員長（吉田和子君） 委員会を開催いたします。本委員会については、傍聴を許可するこ

とにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（吉田和子君） ご異議なしと認めます。よって、委員会条例第１６条の規定により、

委員長において傍聴を許可いたします。教育委員の皆様には大変お忙しいところ、今日はご出

席いただきまして、ありがとうございました。ここで、自己紹介をしていきたいと思います。

議会側から、先ず最初にさせていただきます。委員長をさせていただいてます、吉田和子と申

します。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

  

○副委員長（吉田正利君）  おはようございます。副委員長の吉田でございます。よろしくど

うぞ。 

○議長（堀部登志雄君）  議長の堀部でございます。どうぞ。よろしくお願いいたします。  

○委員（及川 保君） 及川でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。  

○委員（玉井昭一君） 玉井昭一でございす。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

○委員（熊谷雅史君） 熊谷です。どうぞ、よろしくお願いします。  

○委員（斎藤征信君） 斎藤征信でございます。よろしく、どうぞお願いします。  

○事務局長（山崎宏一君）  あと、西田議員がもう１名いるんですけども、今朝連絡取れない

もんですから、後ほど遅くなって来かもしれませんけれども、西田祐子議員がおりますので。  

○委員長（吉田和子君）  教育委員の方々、お願いいたします。  

○教育委員長（和歌宏侑君） 委員長をやってます和歌です。今日は、ひとつよろしくお願い

いたします。  

○教育委員（堀田仁史君）  堀田です。よろしくお願いいたします。  

○教育委員（松田嘉邦君）  松田です。どうぞよろしくお願いいたします。  

○教育委員（溝口敏子君）  溝口です。よろしくお願いいたします。  

○教育長（牧野正典君）  牧野です。どうぞよろしくお願いたします。 

○委員長（吉田和子君） 自己紹介が終わりましたので、審議に入りたいと思います。教育委

員会の方々との懇談は私は２回目なんですが、初めての方も多いと思います。私自身が先ほど

緊張しておりまして、２回も同じこと繰り返しましたけれども、懇談的にいろんな話を進めさ

せていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日はテーマを小中学

校の適正配置ということにさせていただきました。皆様のお手元に資料が配布されたかと思い

ますけれども、白老地区小学校適正配置設置検討委員会の方針も含めての基本計画も皆さんの

お手元に混ざってると思います。少子化が大変進んでおりますけれども、子供たちにとっては、

どのような教育環境が最適なのかということを、現実的に白老町の問題となっておりますので、

そのことを含めて、白老町の学校教育の重要な課題と思いますので、しっかりと最初から踏ま
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えながら、皆さんと忌憚のない意見交換をしたいというふうに考えています。あと、時間的に

は午前中というふうに考えておりますので、２時間程度になると思いますけれども、途中休憩

も挟みますので、意見をよろしくお願いいたいと思います。それでは、懇談に入りたいと思い

ますけれども、先ほどもお話しましたように、適正配置の基本計画策定の趣旨は資料で読んで

来ていただけたかなというふうに思いますけれども、その中で教育環境や、そうした現状の課

題について、それぞれ認識されてる方。またはこういう問題があるとかということの意見をい

ただきたいと思いますし、地域性を含めた白老町が目指さなければならない学校教育。それか

ら適正配置というのは、本当にどのように進めていくのがいいのか、どのような方法なのかと

いうこと、懇談的に話して、時間がもしありましたら、最近子供たちを含めた教育環境の中で

問題点があれば、そのことを出していただいて、またそれをテーマにして進めていきたいとい

うふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、ご自由にという

か、一応懇談ですので、手を上げて｢はい｣というふうではなくてよろしいですので、どうぞ皆

さんの中から。 

○委員（及川 保君）  委員長さんの方から最近の教育行政含めて、なにかありましたらお聞

きしたいなと思います。  

○委員長（吉田和子君）  和歌委員長お願いいたします。  

○教育委員長（和歌宏侑君）  この場をお借りしまして、ちょっと議会の皆さんに日頃お力添

え、またご理解ご協力を頂いてることを、先ずもって御礼を言わせていただきます。ありがと

うございます。本当に今、吉田委員長さんの方からお話があったように、大変今、日本全体と

いいますか、白老も含めてなんですけれど、大変教育改革とか、いろんなこと言われてますけ

れども、やはり今一番大事なことは、教育、昨今のイラクの問題においても、やはり元に戻る

んでないかということで、我々が適正配置をやる理由の１つでもあります。やはり、白老の子

供たちに将来大人になった時に、何処にいても生きていける。他人に迷惑はかけないで、力強

く生きていける子供をどう教育したらいいのかというのが、最前提で我々委員会が頭悩ませて

るといいますか、現場とも一緒に考えて、今、白老の教育を独自性のあるものに考えている最

中のことでございますけども、我々委員会の考えでも唯我独尊といいますか、ああ、我々だけ

こっちへ進めばいいのかななんて思っても困るんで、議員の皆様方とこういった胸襟を開いて

といいますか、ざっくばらんに、やはり白老でも子供たちが財産ですし、一人でも多く自分の

故郷を知ってもらって、何年か途中出ても、戻ってきて来れるような子供たちの教育をしなけ

れば、やはりいけないではないかと。雰囲気といいますのは、変わらない教育というのはそこ

にあるんじゃないかということで、我々白老町の教育目標の中にもありますように。それから

全体的にはそういうかたちで進めていきたいということで、ここ３年間、３年ほど前から小学

校１年の就学時に、一番大事な時に基礎基本。それは、勉強もそうですけれども、人間として

の基礎基本も徹底して学校の方にお願いいたしまして、出来るだけベテランの先生を付けてい

ただいて、人間としての基礎基本、それプラス、自律面といいますか、勉強面の方も。それは

後からでもついて来るんだよというような教育目標といいますか、重点的にお願いしている最
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中でございます。それが、３年目に向かって来て、やはり教室が変わってきたと。こういう学

校の教室が変わるということは、６年続ければ、その学校全体が変わるんだろうというような

方針で、今やってますんで、その中でこの適正配置というのは、子供たちがどれ位の人数で、

どの位の学校規模で。少人数教室で少人数授業というには違いますからね。この辺の形も全部

含めた適正配置。俗に何年も前から言われてる過疎になったから合併するとか、統合するとい

うのではなくて、我々はそのように考えないで、白老の子供たちに如何にどの規模で、どうい

う形であれば一番先生方の配置も有利になって、子供たちに有意義にといいますか、如何に豊

な教育を受けさせるかというのが大前提で出来上げてますんで、何処と何処とが一緒になると

かという、そういう形ではないことだけはご理解をお願いしたいなと。この書類、結果見ても、

やはり言葉で出てくるにはそういう仕組みというのは、なかなか表しずらいものですから、そ

れが我々の教育委員会としては、根本にあるということだけご理解願えればなと。それには、

どういうふうにしていったらいいかという形の中で、ご協力、ご理解願いたいなというのが、

今の白老における現代の教育方針といいますか、重点的な進め方をしております。何か足りな

かったら、教育長の方から。  

○教育長（牧野正典君）  いえ。 

○委員長（吉田和子君） 教育長、よろしいですか。他の教育委員会の方で何かありましたら。  

○教育委員（堀田仁史君）  基本的には今、委員長言われたとおりですので、皆さんから何

かご質問あればお答えしていきたいと思います。  

○委員（玉井昭一君）  この答申書、一読させていただきました。素晴らしいものだと、私も

思っております。ただ、今現実に帰った時に、例えば統合の問題が一番大きなことなんですが、

理想だと思います。私この答申は素晴らしいと本当に思ってるんですよ。しかし、問題は財政

面ですね。白老小を改築して、新築されて、そしてそこに緑小の子供たちも合流するんだとい

うことのようですけども。例えば、私が個人的な意見になるかもしれませんが、緑小はまだ１

５年は使えるだろうと。白小はもう老朽化して建て替えなきゃならないと、こう言えますね。

しかし、緑小を若干手を加えて、そして白小の子供たちも入れれる枠はある程度はあると。そ

んなことで、金額下がったかどうかは、私には分かりませんが、白小建て替えるとすれば、２

６億位かかるのかなと、今、極端ですけどね、そういうふうに聞いてます。緑小を例えば仮に、

２６億というお金がありませんので、緑小に１０億位かけて、そして場所的には環境はどちら

がいいか、正確には私はわかりません。僕は緑小の方が環境は良いんではないかなと。あるい

はプールや運動場やサッカー場もあって、子供たちが伸び伸びとして授業を受けれるというか、

今、和歌委員長言われたように、理想なことをするのには、良いんでないかなと私は思ってい

ます、前から。それで、白小の所は出来る可能性がないかもしれませんが、大きく言えば庁舎

を造って、そこに堂々と駐車場も広いとこもあればなと、こんなふうに思ったことも、今でも

思ってるんです。財政面が苦しいから緑小に、例えば半分以下の費用を加えて、そして改築、

あるいは増設して、そこに例えば白小の子供たちも入れる。４キロ以内は通学が可能だとすれ

ば、その辺のことはどうなのかなと、私は思ってるんです。今も何回も言うようだけど、緑小
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に皆さん行ってもらったらどうなんだろうというのが私の意見なんですよ。その辺のことはど

ういうふうになって白小に決めようとしたのか、財政面は。財政面は、これに載ってないんで

すよね。だから、私はその辺に問題があるんではないかなと、お伺いしたいところなんですよ

ね。だから、その辺のことをちょっと。  

○教育委員長（和歌宏侑君） 今、玉井委員さんが言われたのとちょっと違ってるんですけど、

決めようとしたというんではなくて、あくまでもこれは検討委員会の方にお願いしたのを。一

番最初に適正配置の３つの課題あるんです。一つ目は、森野小中学校の閉校の問題。２つ目に、

各地区に小学校だけは残しましょうということで、それも人数的にみても各１校が望ましいと

いう２つ目です。３つ目は今、４校ある中学校を２校にしてはどうかという３つの案件が一番

最初の適配の基本計画の中で出来たわけです。これが大体４０回位議論をいたしまして、それ

を検討委員会の方に白老地区を限って、地区１校という意見はどうですかということで、検討

委員会を設置して、約１年位かけてやっていただきました。議論は統合といいますか、人数的

にはやはり、配置換えが出来た位の学校の方が、配置換えというのはクラス換えですね。学年

のクラス換えが出来た方が教育的にはいいんじゃないかという意見が圧倒的でした。ただ、各

論に入ってくると、緑と白小が一緒になるということになるとどっちもやっぱり、どこでもあ

るように綱引きになるわけです。ですから、どこに重点を置くかということで、検討委員会か

ら答申をいただいてから約１年になりますけど、我々委員会の後、必ず協議会を開いて、これ

についてずっとお話し合いをしてまいりました。今、玉井議員の方からご質問あった、我々は

見野町長の方から、その時に適正配置をやってよろしいでしょうかということで始めたんです

けど、段々段々財政的な問題というのも絡んでくる。だけど、我々との一番最初にやったとき

には、財政的なものは全然考えないで、白老の子供たちの教育が如何にあるべきかということ

から入ってますんで、この財政面の話になると、より現実的になりますから、もう一歩進んだ

段階になってきますよね。後はやっぱり我々責任がないというんではないです。どこまで責任

を負えればいいんだと。財政面はどうしたらいいんだと。やっぱり、どうしても財政面になる

と町長部局の権限ですから、この辺も昨年、ご存知のように、半年ちょっと休んで、半年の間

は全然進めなかった。大変大事なところだったんですけど。それでこの間、飴谷町長さんとも

教育委員会ともお話をさせていただきました。財政の面とか、いろんな話をしていただきまし

て。いや、私たちは直ぐやるというんではなくて、こういう目標をもって、こういう段階でい

つ出来るんだと。それと大改築といいますか、雨漏りの問題もありますし、いろいろあります

んで、その辺を踏まえて、これからそういった行程、プログラムを組んで行きましょうという

話なんで、まだ白老小学校にこういった答申について尊重はしますけど、ちょっと我々は今日

は胸襟開いて話しますけど、図書館の併設ですとか、それは我々は考えてなかった答申なんで

すよ。ちょっとそれは都市計画の中にはいってますよね。ちょっと我々としては違うなと思っ

たんですけど、一応出て来て、教育長さんの方に答申が出たというのは現実なんです。それに

ついて我々もこの答申を何回もやっていただいたのに、充分尊重しなければ。ただ、先ほど言

いましたように、中学校の問題も踏まえた場合にいいのかなと。緑に玉井さんの意見もあるよ
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うに、そういう人たくさんいます。環境は良いですよと。中学校の環境はこれでいいのとなっ

た場合に、そういった議論もしてる最中なんで結論は出てません。そういった意味にも、委員

の皆さんともざっくばらんに今日はお話させていただいて、こういう意見もあるよ、こういう

意見もあるよというのを我々聞きたいなというふうに。そういう判断材料にしたいなというふ

うに思ってますんで、ざっくばらんにお話していただければ。  

○委員（玉井昭一君）  私もさっきも言ったように、この答申素晴らしいもんだと思ってるん

ですよ。これが出来るなら本当に理想像だなと思って、先ほど委員長も言われたように、これ

からの子供をどういうふうに育てていくのか、原点に返ると言われたけど、そのとおりだと私

も思ってるんですよ。だから、今全て日本全体が教育からやり直ししなければならないと、私

も同じこと思ってるんですよね。ただ、白老町に関して財政面が一番大変なことだから。仮に

それが２６億が２０億にしても平成２０年には２０億足りないんだよとか、２５年なったら２

５億足りないんだよとかいう話が横行してるもんだから、この辺の問題どう乗り越えていける

のかなという心配があるんですね。それともう一つは、例えば航空学園が約３億円かけてあれ

だけ漁組が素晴らしくなったと。それがイメージにあって、緑小に係わらず白小も屋根漏れる

という話いっぱいあって、改築の段階であるけど、だけどもそんなような方向付けはどうなの

かとか。財政面ばかり私言って申し訳ないんだけど。そういうふうなことも考えれば、さっき

僕が言ったように、緑小に固執するわけではないけども、環境のいい場所で、例えばの話です

からね。だから、その位のお金をかけたら立派なものになるのかなとか、こんな考えがあるも

んだから。だから財政面を考えたらどうすべきかというのが、私自身も決定打じゃないけど、

そういうふうに心配するところなんですよね。これはやっぱり教育長さんだって大変な思案の

すべきとこだと思うんです。だから、理想像出来れば、それに越したことないけどもというと

こなんです。  

○委員長（吉田和子君） 本当に具体的な統廃合の話しに行き過ぎて、もうちょっとその前の

段階の教育環境の、今の少子化ということを捉えて私たちはどういうふうに考えるべきなのか

という、ちょっと財政的なことも絡んでくると、財政課だとか町長にも来ていただかなきゃな

らなくなりますので、もうちょっと元に戻って白老町の少子化を向えて、中で子供たちの教育

をどういうふうにしていったらいいんだろうとことに、もうちょっと原点に戻しながらお話を

進めていきたいなというふうに思いますけれども。斎藤委員、どうぞ。  

○委員（斎藤征信君）  これ考えていく時に、どう考えたらいいのかなとずっと思ってきたこ

とに、その地域ということに一つ問題があるのかなというふうに思うんです。先ほど委員長が

おっしゃられた、統合を前提にするんじゃなくて、適正な教育というのはどうあるべきだとい

う考え方というのは、そのとおりでなきゃならないというふうに私は思っています。そうやっ

て考えていく時に、やはり今文部省なんかが言ってくることは、学校を建てていくのに、総合

的な生涯学習の基盤を造る場としていなければならないというようなことだとか。それから、

これからの教育の活性化のために、その教育の質的な向上のためになければならないもんだと。

それを更に具体化すれば、コミュニティーの拠点づくりなんだということを言ってるわけです。
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とすると、地域に一つずつ小学校を置くという考え方というのは、極めて正しいことだと思う

し大賛成なんですよ。考えていった場合に、この白老町、本町がこれを一つの地域なんだと捉

えるという捉え方がどうなのかな。これずっと考えてきたんですけどね。やはり人数が多くな

った時点で白小から緑小へ移った。その移った時点で地域がそれぞれに地域づくりがあったと

いうことで言えば、この線路を分けて向こうと北と南で、地域のつくりかたというのも、それ

ぞれ独自なものがあって当然なわけだし、歴史的にも違うんじゃないか。だとすれば、この二

つの地域を一つに考えるんじゃなくて、人口的にもこの規模から言えば、北の地域、南の地域

という形で捉えれば、二つあって当然じゃないかという感じもするんですよ。ただ、子供の人

数のことから、それに絡んできますから難しくなるわけですけども。だけども、私はこの人口

的な規模から言っても、地域のコミュニティーの拠点という、そういう考え方から言っても、

別にあって町が発展するべきじゃないのかなというふうに、それぞれ地域の人達が子供を育て

ていくと、そういうことから言えば、私は統合という言葉が出てくる前に、地域でそれぞれも

学校を守るべきでないかという、そういう考え方に立つんですけども、そのあたりどんなふう

に考えたらいいのか。前にもこんな話をした時に、本町は一つの地域じゃないかって、一つに

考えて何が悪いんだと、こう言われたんで、そういう考え方もあるかと思うんですけどもね。

やっぱりもっと細かに考えたら、子供たちのためには二つ分けた方が地域づくりに良いんじゃ

ないかと思うんですけども、そのあたりの考えは如何なもんでしょうね。  

○教育委員（堀田仁史君）  斉藤委員のおっしゃったとおり、地域の中に学校があるという、

そのコミュニティーづくりといいますか、そういう意味では大変大切な学校というものが位置

づけされてるというふうに我々も考えてます。ただ一つ、白老の教育全般を考えて、やっぱり

白老の例えば白老小学校、白老中学校、緑も含めますけども、その全体の教育レベル、そうい

うものがやっぱりここが中心校になるだろうと。言ってみれば白老中学校の、やっぱり白老の

中の白老中学校というのは白老の教育の中心校という位置づけですか。そういうものも教育の

レベルアップ。そういうものも多少我々も考えてました。そういう中で、適正な学校の規模。

このことにも非常に議論が及びました。これから少子化になっていきますと、例えば白小も１

学年１学級。緑小も１学年１学級というような形が推移されていくような、少子化というふう

に進んでいきます。我々基本的に考えたのは、やっぱり先ほど委員長もちらっと言いましたけ

ども、教育の環境という中で、サービスの出来る学校づくり。そういうものの中で、やっぱり

ある程度の規模の学校ですね。いわゆる１学年３学級。若しくは２学級から３、４学級という

ような適正規模といいますか、そういう形の中で教育環境をつくっていけないだろうかという

ことも、非常に疑問が及びまして。その中で、他の地域では虎杖浜ですと、小学校１年生上が

ってから、若しくは保育所の時代からずっと中学校終わるまで、同じ人達が上がってくわけで

すよね。そうすると、その中で子供たちというのは、他の面で切磋琢磨といいますか、若しく

は交流といいますか、そういうところが確立されてしまって、そのまま中学卒業までいってし

まうという、これ現実です。そういう中で白老の中で、もし出来るものであれば、そういう規

模の学校をつくっていったら良いんではないかという議論が大分成されまして、答申の中では
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統合したらどうかという話もなってきたわけですけども。そういう子供たちの教育環境を考え

た中で、中規模校といいますか、そういう形の学校教育が出来ないだろうかという形の中で、

今言われたような統合が、いわゆる教育環境の確立に役立つというふうに考えられたというと

こですね。  

○委員（斎藤征信君）  大体分かるんですが。それで今話された中で、ある程度の基本が必要

である。教育上やっぱり全くそのとおりでないかと思うんですけども。今、この少子化の中で

緑小も白小も近い将来１学級になることを何とか防ぎたいと、こういうことなんだろうと思っ

てる。やっぱりそれに対する考え方というのは、やっぱりそれに対抗するものとしては、１学

級の子供の数を減らさなきゃならない。これ、最近いろんな規制緩和で都道府県段階でも適正

な規模という形で、これは金のかかることですから、勝手にやるわけにはいかないわけだけど

も、２５人学級だとか３０人以下の学級にすると、学級数というのはそんなに減ってはいかな

いですよね。増して逆にいうと、前にも議会の中でも話しましたけども、白小と緑小合わせた

ら逆に大きな規模の学級が３つも出来上がってしまって、逆に１学級の人数が増えてしまうん

じゃないかという、そういう計算が今成り立つわけですけどね。だから、私達の子供の幸せの

ためにめざすものは、やっぱり一つの子供の学級の数をもっと減らしていくという、そのこと

の方が先なのではないか。そして今、少子化の中である程度の規模が必要だというのは、この

地域見たら、どこの地域もみんな小さくなってきて、虎杖浜も竹浦も萩野も社台もそれをいっ

ていくと、みんな無くなってしまわなきゃなんないような状態になってしまうわけで。今、あ

る程度の規模が必要だと。昔ながらの規模が必要なんだということは、一種の贅沢かなという

気もするんですよね。そしたら、やっぱり小さければ小さいなりに、じゃあどうするのか。小

規模の利点というのは、この答申にあるように小規模の教育利点というのは凄くあるわけです。

だとすれば、あと人間関係をどういうふうに作っていくのかということは、その後についてく

る方法の問題じゃないのかなという気はするんですよ。何かそのあたりには解決の糸口という

のがあるんじゃはいのかというよいなそんな気がして、やっぱり今、委員さんがおっしゃられ

たことに、そのとおりでございまして、もうそれ以上どうにもなりませんとね、やっぱりなら

ないような気がして、何か方法があるんじゃないかという気がしてるんです。  

○教育委員長（和歌宏侑君） 今、斎藤委員が言われたように、少人数といいますか、少人数

学級と少人数教育とは違いますし、今実際に去年から白老中学校でやっています習熟度別。自

分が、要するに４月の２日と４月の１日に生まれた同じ子供が１年違うわけですから、どうし

ても進度というか、進むスピードの個人差ありますよね。そういったものを踏まえて習熟度別。

やはり、子供の理解度が進んでる人と 1 クラスの中でも二つ、三つのグループに分けて今実際

に行ってます白老でも。それが凄い成果を上げてきまして、それはもう昔でいう差別と言われ

たけど、差別じゃない区別なんだと。この違いなんですよね。子供たちも親も理解して、そう

いう中で最後、卒業の時には全部が追いついて全部のレベルが上がってるというような教育が、

今もう本当は遅いくらいなんですよね。今、白老中学校でもテスト的に、今成果上げてる最中

でございます。それと、少人数学級と少人数教育というのは、また違う面で、今、先生も言わ
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れたように人間関係、コミュニケーション。どう付き合うのかというのはある程度は必要だし。

その辺はいくらでも一緒に出来るって考えてるんで。それは先生を２人付けるとかいうような

形の中で、いくらでもそれは議会の方の理解を得れば、卒業された教育者が、年金いただいて

ますよね。そしたら、安くてもいいからお手伝いしますよという先生方がたくさんいるわけで

すよ。それをサブに付けると幾らでも安いコストで、子供たちになるというのは、それは幾ら

でも、それはありますから。今、委員長が言われるように、根本になるものは白老の子供たち

に如何に良い教育、良い人間になってもらうかのために、我々も今日もうんと議論して、斎藤

委員の議論もわかります。 

○委員（斎藤征信君）  あと一回だけ。少人数教育と少人数グループの学習と、この違いとい

うのは明らかなんですが、少人数グループにして、その学習が出来るから、それで成果を上げ

るんだから少人数教育というのは、後でも良いというのは逆立ちなんです、論理は。少人数教

育が先にあって、そしてそれを更に細かに分けて指導するというのが、それが基本であって。

今のやり方というのは、４０人学級をそのままにしておいて、小さく分けてやってくんだから、

それで良いんだという方式にすり換えられていることは事実なんですよ。ですから本来であれ

ば、小さな学級で教えるということが一番大切なことで。日本の教育の中で一斉教育悪い悪い

と言われるんだけれども、日本式教育の一番良いとこなんですね。外国からも日本の一斉教育

の技術というのは、素晴らしいと言って見に来るところだってあるわけでね。一定の水準持っ

てるわけですよね。だから、それを更に有利に働かせるためには一つの学級を小さくしておい

て、その中で能力別に、こういうふうに指導するだとか、どんなに小さくしたって、そういう

方法は出てこなきゃならないわけですから。ですから、そういうふうに考えれば。今おっしゃ

られた白中か何かで実績を上げてきてるというのは、私も認めます。やはり私達もそういうふ

うにやっていかなければ、もう今の子供たちやっていけないということで、実際にそういう体

験もしたわけですけれども、確かに方法としては悪くないんだけども、それがあるから良いん

だということにはならないだということを私ちょっと言いたかったんです。 

○教育委員長（和歌宏侑君） ちなみに、この資料の方に小学校で５７クラス、白老全町であ

るんですよ。その中の５クラスか６クラス、３０人超えてる。平均でいけば、今みんな４０人

学級４０人学級というけど、４０人ぎりぎりのとこは、本当にその年度によって、２、３年前

に白小で一回あったんですけど、１人入れば２０人と２１人になると。この辺のぎりぎりのと

ころが厳しいとこなんですよね。あとは平均的には本当に少人数でやってることは事実なんで

す。だからその辺も踏まえて我々考えてますんで、出来れば人間的な教育を主にしたいなとい

うが、やっぱりこれからの教育の根本だと思うんですよ。 

○教育委員（堀田仁史君）  それと、先生。学校自体の持つ力と言いますか。先生も教壇に立

ってた先生ですから、お分かりだと思うんですけども、いわゆるその学校の持つ力と言います

か、そういうものも、ある程度学校の規模のところで培われていくんではないかと。少人数の

少人数の先生方でやってる学校とそれなりの学校の持つ力といいますか、先生方の力の結集と

いいますか、そういうものが発揮される。その手の規模の学校といいますか、やっぱりそうい
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うものも我々は是非あるんじゃないかと。あるんじゃないかというよりも、元々それなりの学

校も白小でも緑小でもあったわけですけども。やっぱりそれの学校のある程度の規模というも

のを持つ学校自体の力というものも、やっぱりあんまり少人数になってしまうと、そういうも

のも阻害されるじゃないかという考えも我々は持っていると。我々と言うか、私達は思ってる

んですけど。  

○教育長（牧野正典君） 少人数学級の良さというか、それなりにあるんでしょうけども、斎

藤委員がお話なさっている少人数学級規模というのは、いったいどこまでの人数を、１桁でも

少人数学級だから良いという話になるのか、そこのところを具体的にお話いただければ非常に

ありがたいなと思ってるんですけども。というのは、何故かと言うと、私がここへ赴任して直

ぐの総務文教常任委員会の適配のこれがあった時に、竹浦と虎杖の統合について、委員の皆様

方が父兄から、あるいは地域の方から意見を聞いた時に、早く統合をしてくれという意見が非

常に多かったんで、それも一緒にやったらどうかという形で私言われました。だけども、そう

すると中学校見ますと、虎杖中、竹浦中の２０とか１６とかっていうクラス単位ですよね。こ

れは、少人数という中には入らない数字なのかなという。要するに斎藤委員の考えている少人

数学級のどこまでの範囲を少人数学級と考えていらっしゃるのかなというというところで、ち

ょっと  と思ったんですけれども。 

○委員（斎藤征信君）  中学校のことにつきましては、２学校というのは構わないと思ってる

んです。もう体力的にも通える体力を持ってるわけですし、やはりそれなりの人間関係、広が

った人間関係というのは持つわけですから、中学校の場合、当然あって良いんじゃないかとい

うふうに思ってます。ただ、小学校というのは、またこれは違う観点で喋んなきゃならないと

思うんですが。私は虎杖小学校にいた時に、ちょうど先ほど話しあった、今年２０人持ってる

んですよ。来年になると一人増えて４０人学級持たされるんですよ。４１人学級とかってね。

そのぎりぎりのところ、毎年繰り返したんです。わあ、今年は４１人だ、４２人だと言って、

来年になったら２０人なんですよ。これの落差というのはとっても酷かったですね。どんなふ

うに線割をしても、そういうボーダーラインというのは出てくるわけですけれども。私は今ま

での経験上から何から言っても、やっぱり小学校２５人以上必要だろうなと、あれば良いなと

いうふうには思ってます。それ以下になって、１０人でああ、良いなんていうふうには思って

はいないです。せめて今の子供たちの質から言って、以前だったら４０人さほど、子供同士が

育つという観点の中から言えば、４０人でも何でもなかったんです。先生が手を抜いた所はち

ゃんと子供がカバーをして、お互いに育ってくれるという、そういう関係があったと。ところ

が今は手を離した瞬間に、皆が知らんふりをするんじゃなくて、逆にばらばらになってしまう

という、そういう子供たちの質から言うと、やっぱり子供たちに目が届くという範囲というの

が、やっぱり２０人、２５人という形、数字が一番望ましいんじゃないのかなというふうには、

今は思っています。 

○委員長（吉田和子君） 今の各家庭において、少子化で子どもは１人とか２人です。そうい

う家庭が凄く多くなりました。前は５人とか６人という子供がいたんですね。その違いという、
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家でも少なくて、学校行っても少ないという、そういう影響というのは、子供たちに出て来て

ないだろうかというのが凄く今思うんですね。これが本当に基本なのかなと、私もちょっと思

ってたんですけど、昨日ちょっといろいろなものを読んでいまして。この家庭での不足。前は

兄弟が何人もいたから、お互いに助け合ったり、喧嘩しても徹底して喧嘩をして、それでもか

ばう人はかばって、お互いに家庭の中でそれは出来たんですね。ところが、それが出来ないま

まに学校へ行ってしまうと。学校でも少人数化になって、人との接点がそれだけ少ないまま、

どんどん歳とって中学校、高校と行きますけども、やっぱり基本的なのは幼児の時と小学校か

なというふうに。人間関係のある程度。それから、人間性を築ける基本みたいなのがそんなと

ころにあるのかなと、ちょっと思ったんですね。そういった時に、先ほどおっしゃった１０人

位の学級が本当にいい事なのか。それとも、２クラスがあるって、そういう切磋琢磨されるこ

とが必要なのかどうなのかなという、ちょっとそんなことも今日、考えをお伺いしたいなと。

少子化の家庭のものが学校に影響してないんだろうかというのを、ちょっと思ったんですね。

どうなんでしょう、そういう点は。  

○教育委員長（和歌宏侑君） それは、絶対あると思います。今の青少年の、例えば事件とか、

とういうものを見てても、割と本当の友達、我々のここにおられる年代だと親友とか、そうい

うのいますよね、昔だと。だから、やっぱり富が何かを滅ぼすのか何なのか、その辺はちょっ

と分かんないですけど。裕福になればなるほどというか、生活が楽になればなるほど心が滅ぶ

みたいなもので、ちょっと我々大人社会も含めて、その辺がちょっと鈍ってきてるんじゃない

かなと感じてるんです。だから、教育というのは大事だなと。そのためにはひもじくすること

が、これはまた別だと。だから、我々はひもじい中から仲間は大切だとか、人間は大切だ、一

人では生きれない。必ず支え合って生きてるんだよというのを学んできたし。そういう中で何

かないかなと。やっぱり友達と遊びの中から信頼関係をつくっていったり。合う合わないはあ

ると思います、子供の中でも。だから、合わない人間の中で、先ほども言いましたけど、保育

所２年から、３年から。小学校６年、中学校と１２年間、一緒でいいのかと。かなり、心が弱

い子はちょっと曲がるんじゃないか。曲がるったらおかしいけど、偏屈になるんじゃないかな

と感じます。それが組替えによって、ある程度その辺も、何と言いますか、切り開けると言う

のか、そういうチャンスを与えることが、我々大人にとっては大事じゃないかなという考え方

もあるんですよね、教育にとっては。やはり、委員長さんが言ったように、幼児教育、大体小

学校３年位までに、人間の性格とか、そういったもの決まってくるんじゃないですか。だから

今、家庭教育大事だと。先ほども繰り返しになりますけども、小学校１年の時はご両親でビデ

オ持って今、入学式来ますよね。中学校もそうです。やっぱり、小学校１年の時に両親が熱い

ときに、両親を叩くために、叩くったらおかしいけど、手伝ってもらうために、一緒に教育す

るために、先生が子供を介して、ご両親と一緒になって子育てをするという発想が今一番大事

なとこではないかなと思います。ただ、やっぱり教育というのは親ですから、親がそういう教

育を経てきたということは、出てましからね、結果として。やはり、委員長さん言ったように、

幼児教育を大事にしていかなければ、本当に日本人がいなくなるって、他の国の首相に言われ



１２ 

ないように、やっぱり日本人のＤＮＡは我々地方でも守れるんだという気概を持ってますけど

も。日本の国がなくなっても、日本人は残ってるよという位でいかないと、教育って大事だな

と思ってます、つくづく。 

○副委員長（吉田正利君）  ちょっと、白老の経験ないもんですから、初歩的な一つの考えで

主張させていただきたいと思います。私２人、横浜と横須賀と学校、小中学校出しました。卒

業式とか参観日よく出たんですけれども、今と全く逆の一つの事象で大変教育現場が混乱して

ると。具体的に私の子供が出る時には４７名位のクラスの小学校でございまして、如何にそれ

を４０名体制に持っていくか、先生が非常に苦しんでおりました。卒業式でいきますと、小学

校でも中学校でも感動という現象は出てこないと。要するに事務的であって、先生にありがと

うも言えないような、言わなくてもいいような、そのような状況で学校を出て行くという体験

がございます。実は私、昨今，白老の２月の９日に小学校２校を視察させていただきました。

虎杖小学校、中学校、卒業式出させてもらいました。その時点で考えたのが、今この白老町で

小中学校含めて，どこに現状で問題があるのか。ここで答申書拝見いたしましても、具体的な

問題点の提起がないと。現状分析、現状認識をどこまでされて協議されてるかという、そのよ

うな考え方に，ちょっと疑問あるんでございます。逆に言いますと、今で素晴らしいんじゃな

いのかなと。経験ないもんですから言わせていただきます。白老の２校を拝見いたしました。

虎杖浜の小中学校を見ました。素晴らしい教育の環境で子供たちが巣立っていったり、入学し

ていったりするんじゃないのかなと。私もつい最近、ぼろぼろ泣いた記憶がございます。そう

いうふうな意味で、今年も２２名、１８名という虎杖浜の実績でございますけれども、その中

で、その人数で生徒さんの数で見たときに、本当に現場的に素晴らしい教育されてるなという

体験をしてるわけです。そんなことで、都会の現況と白老の現況踏まえて、この適正配置、あ

るいは計画に対して、どこに問題があって、どのような問題があるから，それを将来的に解決

するために適正配置をしなくてはいかんという、その定義がちょっと欠けてるんではないか。

これ読ませてもらってもなかなかピンと来ないんでございます。それと、ちょっと恐縮なんで

ございますけれども、教育現場と教育行政と教育委員会の中から客観的に現在の白老町のこの

適正配置に対する問題点。１項目でも結構でございます、ご指摘をいただければ幸いと、お願

いいたします。 

○教育長（牧野正典君）  私は都市部と、うちの町の違いは、それは相当数あると思います。

それは都市部は都市によって違いますけれども、私学というまた別の部分もございますし、幼

稚園の段階からそうですよね。選別の部分が非常に多いと。そして、その結果どうなってるか

というと、やはり子供自体が学校へ行くという目的意識というんでしょうか、自分の存在感と

いうんでしょうか、学校へ行って何かをするというものが欠けるのが、結構都市部には多い。

何故かというと、私は一番のあれは、やはり自分の親の働いている姿をきちっと見れる部分の

ところと、そうでない部分というのは相当数あるんだと思います。これは私、例えば苫小牧と

比べたらまずいかも分かりませんけれども、やはり苫小牧はある程度都市ですけれども、ああ

いう都市でいくと、親の働いてる姿というのは間近に分からない。実際問題、会社員だとかだ
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何とかだと分からないけれども、やはり白老町というのは第１次産業、第２次産業ありまして、

あるいは働いていたとしても、その働いている親の姿を見て育っている。いう部分があって、

そういう社会環境が大きく違うということがあると思います。それが先ず一つと、いろいろな

少人数によって、いろいろな問題が私は出てくると思います。例えば、クラブ活動、部活動。

あるいは集団で行う生活活動というのが、非常に難しくなっていくんですね。今、虎杖地区で

もタイガースがあれだけやってるんだけども、中学行くとなかなか野球部が成り立たないとい

うことで今、竹浦と虎杖の学校、あるいはＰＴＡの方を呼び込んで、合同で今度からやろうよ

という状況にもなってるということ。そんなことで、いろんな面で僕はあるんじゃないかと。

というのは、仲良しであれば学校というのは１５人の子供がいて、１５人の子供がみんな仲良

しで良いね良いねっていけばいいのかなと思うんです。やはり、それ相当の思いやりのある競

争力というんでしょうか、これ社会出ると絶対必要なものですから、ある程度競い合う、人を

蹴落としてもという意味ではございません。そう意味でうちの場合は心の教育というものを重

点を置いてるんですけれども。そういう意味での競争力というのが非常に希薄になってる。要

するに幼稚園上がった時から序列が決まっちゃうと。あの人が言うことは黙ってみんな聞いて、

一つの統制が取れたかのように見えるけれども、決してそれが本当に子供にとって、一人一人

の子供にとって、そのことが本当に良いことなのかどうかというのは、私は疑問があるなと思

ってるんです。そういう内面的なものだとか、社会の条件によってかなり変わって来るのかな

と私は思ってます。そういう意味ではここの子供たちには、もう少し大きな人数の授業が出来

たら、ここの白老町の子供はもっともっと素晴らしい子供に育つのかなというのが、教育委員

会の人達の考えてる意見でないのかなと思ってます。だから、今のままでいいんじゃなくて、

より良くするためにはそういう束が一番良いんじゃないかと。そういう考え方があるんではな

いかなと、私は思ってます。  

○学校教育課長（目時廣行君）  中学校の場合、教育長がおっしゃられた少人数で問題がある

というのは、中学校の部分ですが、結局学校の先生が少人数の場合、先生の数が少なくなる程、

中学校の場合は先生の教える教科がそれ毎に免許が必要ですから、免許のない先生が教えなき

ゃいけないという、そういった問題もあると思うんですよね。免外の先生が、国語の免許持っ

た先生が数学教えなきゃいけないとか、そういうやり繰りの問題があると思うんです。それは

本当に教育上、やっぱりちょっと問題出てくると、そういうことはあると思います。  

○議長（堀部登志雄君） この適正配置という形で今回取り組まれて、教育委員会として、こ

ういう教育の関するいろいろなことを検討されておりますけども。一つお伺いしたいのは、お

伺いしたいというか分からない部分は、小学校を各地域に置くんだというような形で、例えば

今、北吉原にはないですよね。そういう所には今後造っていくということなんでしょうけども。

これはそもそも、この問題を取り上げたというのは、やはり少子化という。教育の本質はいろ

いろありますけれども、ある意味で、良い意味での効率性も考えた上で適正な人数が確保でき

るような形で教育を進めようという部分もあると思うんですね。そうした中で、益々これから

少子化が進む中で、今先ほど来話してました２０人位が１クラスいいんだろうと、望ましいと
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いう、現時点でも６、７、８人、１０人前後の所があると。更に少子化になると、これが増え

るという要素は現実的にはないわけですよね。それで、何故小学校が、現実的に皆さんが各地

域に、合えてそれは望ましいと思うんですが、各地域に置くのが望ましいと。それで一方では、

白老の場合ですと今度は二つ、どちらかと言えば、全町より多い学級数を持ちながら、それは

一つにしなきゃ駄目なんだと。すべきだよと。小学校は各地域に置いて、中学校は４つある中

学校を２つにするんだと。どうもその辺、どこをどう取って考えていったらいいのか、正直言

ってある程度の効率性を主に置くんであれば、例えば竹浦、虎杖を一緒にするとか、萩野はそ

のまま１校でいくとか、白老で１校にするとか。例えば、小学校は３校から１校でいいだとか。

そして、中学校は２校だよというんならいいんですけど、ある意味では何か６校各地域に置く

と。現実的に子供はいなくなってくるという現実をこれから想定される場合に、地域の特性を

活かした教育を進めるために、非常に子供のためにいいんだという部分は分かるんですけれど

も。それはそれで一方ではちょっと人数の多いところは、人数多いけど将来減って来るんだろ

うから、一つにしましょうというのはどう考えていいのか、その辺の考え方一つと。そうです

ね、それが私一つ分からない点で。  

○教育委員長（和歌宏侑）  議長さんの各地区にというのは、社台地区、白老地区、萩野北吉

原地区一つなんです。それから、竹浦、虎杖浜に１校が望ましいんですけど、付則の方に複式

になった場合のは考えると。出来るだけ一学年１クラスと。複式になった場合には、これを将

来は考えさせていただきますよと。今、議長さん言ったように、それは社台が何年ヵ後に３ク

ラスになるのかな。そういった場合には考えざるを得なくなる、統合というのは。それはある

意味での統合だと。我々が今、統合統合と言ってるのは、子供たちの適正配置ですから、子供

たちにとって一番良いのはどの位かなという形で。ですから、矛盾するんですけど、地域に１

校残したいのは、やっぱり地域の特性を生かせるのと、やっぱり地域のコミュニティーなんで

すよね。それと僕はここの学校じゃないんですけど。白老の小学校に緑小がない時代には、こ

の町は字白老１つだったんだと。伊達なんです、僕は。伊達小学校なんです。今は伊達西小学

校って、僕らの出た後に大きくなって２つになってます。やっぱりコミュニティー分かれちゃ

うんですよね。ところが白老の場合は、３万、５万という設定の元で、こちらの白老小学校造

って、緑小を造って、白老中学校造って、白老第２中学校造るという昭和３０年代の構想だっ

たんです。それは当たり前ですよね。３万、５万という、当時は。その名残が今の白老中学校

の場所なんですよ。そういう関係上、小学校も一地区に一つの方がコミュニティーとしては１

つの町になりますよね。今、鉄北、鉄南といって、割と親同士も段々新しい世代になってくる

と分からないですけど。学校でこれ本当に分かれちゃったんです。虎杖浜地区、竹浦地区は海

でも山でもコミュニティー１つなんですよ、学校が１つだから。だから、６００名も１，００

０名も我々の育った時の学校と違って、集まったって小規模ですよね。どうあったって、３×

６＝１８、１８学級位でしょ。中クラスで丁度いい標準。１２から１８学級が望ましいという

わけ、文科省では。僕はそこまでいかなくても、丁度いいんでないかなんと思ってるんです。

そういう意味で複式になってくると、どうしても子供さんいなくなってくると、複式になって
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くると、これはもう統合せざるを得ない。例えば地域、こういった公のものは、ある程度樽前。

苫小牧の樽前とあの辺の子供もいいですよと。受け入れ可能な行政の仕組みが変わってくれば、

変わりつつありますからね。そういった時代には、そういったようになれるような考えも来る

んです、ある意味では。  

○議長（堀部登志雄君） いいですか。そういった面でも、例えば複式になったら統合するん

だと。するような、そういう方式で、そういう考えでいくんだというような現状を肯定した認

めてる形で、今のやつが素晴らしいから、私は今のままで当面はこういう形でいって、本当に

人少なくなって、複式になるような形になったら、その時点で考えるとか、そういう形にする

という、何と言うか非常にそういう時点になったら考えるというような形になりますから、そ

の辺が今後考えるんですから、やはりその辺は想定されれば、どんどんそういう認識を地域の

方に、いろんな方に、町民の方にも持っていただくためには、ある程度こういうこと予想され

るから、この時点ではこうなるんだという形に持ってった方が、今のままでいくと、これだっ

たらある程度本当に森野みたく居なくなってしまえば別ですけども、そうでない限りは各地区

に将来的に小学校は置くんだなというような認識に持っちゃうような感じだから、それじゃ行

き当たりばったりでまずいから、将来的な予測、少子化になるもんで、やはり今からそういう

形になるから、こういう形で行くんだというようなものが教育委員会あたりからきちっと出て、

した方が何となく良かったのかなと。例えば、白老で二つを一つにするというのは、これは検

討委員会に出した答申というんですか、それに対してもやっぱり各学校それぞれ今いますから。

何でここで前とお互いごちゃごちゃにして、反対賛成しながらやってかなくても、各地域にき

ちっと、こういうふうになればここに二つ置いても良いんではないかみたいな話も出てくるん

じゃないかなというような感じも受けたもんで、それでちょっといいました。私はやっぱり少

人数の学校、学習というのは言いと思いますけれども、やはり前も何処かで言ったことあるん

ですが、子供さんは正直言って、全て白老で育って、これから一生過ごすわけではないわけで

す。そういった面で、やはり世間の町外の荒波に入って行くわけですから、ある程度それに対

応する、そういう教育というんですか、精神力も養ってもらうためには、教育してもらうため

には、ある程度の規模の多人数の中での切磋琢磨というのは、僕は必要だと思ってるんですよ

ね。全部白老でいくんでしたら良いんですけれども、必ず大多数は出ていくわけですから、そ

の時はその方と対等に、都会の方と対等に、やっぱり人生生き抜くためには、ある程度やっぱ

り果敢な時代にきちっとお互い生徒同士も切磋琢磨しながら、力強く生き抜く力を養うには少

人数より、ある程度の１２学級、あるいは１８学級前後の若干下位の形で、やはりそういう環

境の中で教育して、育っていただくというのも、僕は必要だと思うもんですから、この統廃合

というある程度の規模を確保するということでは大賛成なんですよね。だから、そういう面で

は教育委員さんも教育の専門家ですから、釈迦に説法ですけども、そういった形で町民にも、

そういう思いも出していただいて、この問題に取り組んでいくべきだなと感じたんですけども。 

○委員長（吉田和子君） １５分から始めますので、その時の一番最初にお願いします。ここ

で１５分まで休憩したいと思います。 
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休憩 

  

再開    

○委員長（吉田和子君） 揃いましたので、休憩を閉じまして進めたいと思います。先にお諮

りしておきますけれども、今日、社会教育課長、給食センター長もいらっしゃってますんで、

適正配置関係は３５分か、４０分位まで終わらせまして、あとそちらの方の教育関係の方であ

りましたら、そちらの方にもちょっと拡大しながら進めて行きたいというふうに考えておりま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。及川委員からどうぞ。  

○委員（及川 保君）  いろいろ皆さん議論をされて、白老町の教育のあるべき姿を智恵を出

して、そういう形でまとめた、それらの敬意を表したいと思います。一つ、３つ程ほどあった

先ほど委員長、当初、諮問には３つ程実はあったんだという話もございました。その中に森野

の閉校のこともありまして、私もあそこの生まれて育った者で。閉校については、当時の町長

が残して、こだま園を付けて、条件にして残していただいた。そういう非常に白老町の歴史、

教育の歴史というのはいろんな環境変わる中で、智恵を絞ってやってきたんだなという思いで、

実はおりました。この閉校の問題も、時代も非常に変わりまして、森野の全地区からスクール

バスで通うという。実は山の中には１人も子供はいらない。こういう中での教育。ほとんど町

の中の教育と同じじゃないかと、ずっと思って実はきたわけですね。この閉校にあたっては、

反対運動を起こしましょうという者も一人、二人おりました。けど、私は時代はそうじゃない

ぞと。こだま園についても、あそこにいる方が、もうこれは限界だと。段々歳を重ねて、あそ

こまで通うというのは、もう大変だと。こういう切実な話も伺ってたんですね。この閉校につ

いては、非常にいい英断を下されたたなと、私はそういうふうに敬意を表しております。断腸

の思いではありますけども、良かったなという思いはあります。もう一つの適正配置ですよね。

適正配置ったら、字白老の２校を１校にという適正配置ですけども。先ほど議長もおっしゃら

れてた、実はこの問題については各学校。総務常任委員会が父兄を、ＰＴＡの皆さんの意見を

聞こうということで、実は各地区に赴いて意見を聞いております。そういった中で、先ほど教

育長がおっしゃられてた、非常に各学校共に少人数になって苦労されてる。ＰＴＡの皆さん、

父兄の皆さんが非常に苦労されてるというのが、実感として分かったんですね。その意見を踏

まえて、今度実は、本州の方に視察、適正配置をされてる、非常に上手く、教育行政が非常に

進んでる所にお邪魔して、視察してまいりました。そういった地域というのは、上手くいって

るというのは、住民の父兄の皆さん、住民の皆さんと教育委員会、行政が一体となって取り組

んでるんですね。私は視察から帰ってきて、教育長を交えての、実は適正配置の話、議論があ

ったんですけれども、その時にも議員の皆さん、それぞれ視察した皆さんは、そういった教育

長に申し上げてたのは、住民の意見をきちっと聞くべきだと、出て。今いる父兄の皆さんは、

子供を抱えてる皆さんは、実際に携わってますから。直接的には、いや、２校を１校にするに

はどうなんだと。こっちにすべきだとか、あっちにすべきだと、こういう議論どうしてもなり
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やすいんですよね。これはやっぱりきちんと教育現場の人達の意見を聞いたり、地域住民の皆

さんの意見を聞くべきだと。聞いてきちっとこの形に持っていくべきだというような話を、こ

れは３年前の話ですか。そういう話を当時は牧野教育長だったと思うんですけども。申し上げ

た経緯が実はありました。この適正配置について、非常に強化、議会としてもこうすべきだと、

実はそういう意見大勢はそうだったんですね。教育長の方にもそういうお話させていただいた

わけですけども。この辺のことは、住民の皆さんとの話し合いというのは、ほとんどされてま

せんよね、教育長。 

○教育長（牧野正典君） 今、地域の声を聞く。それは、そのとおりだと私思ってます。それ

は前回の議会の答弁でも、この話はしていましたし、この統合ということ。このことの意味も

もう少しきちっと説明しなければならないなと思いますし。教育委員会、行政として何も安生

を持たないで、ただ行って意見をどうぞと言っても、多分住民の方困ると思うんです。ですか

ら、私共は最後には、やはり行政としての案、細かいことはございませんよ。案をきちっと作

って、そして案を示しながら、こういう考え方なんだけれども、如何でしょうかというのは私

はやらないとならないと思ってます。それが今、いろいろお話あった中でもそうなんですけれ

ども、今白老地区の適配のことをお話してますけれども、僕は決して白老地区だけでいいのか

なと思ってるんですよ。さっき言った社台小学校は、平成２０年になったら３学級になってし

まうんですよ。その時に、もし統合で何処かに建てるにしても何にしても、その分をどうする

んだと。社台のことをどう考えるのかということも、きちっと考えなければなりませんし。そ

れから中学校のことも、やはり並行して考えなければならない。やっぱり全体のやつを皆さん

にお示ししなければ、何故白老が統合なのか、統合でないのかということも理解してもらえな

いんじゃないかなと、僕は思います。それで、多分前回の大渕議員が、これは適配はまちづく

りなんでしょうと言われたのは、多分そのことをお話なさってるのかなと思ってますし、教育

委員会はそんな方向で今協議してますんで。やはり、そういうものは、教育委員会としてきち

っと作った段階で、あと、もしあれだったら話して、その上で意見を聞いて歩くと。このこと

は絶対必要だと思います。それは白老地区だけじゃなくて、全体を示すということについては、

各６地区について、やはり意見を聞いて歩くということが大切なのかなと思ってます。 

○委員（及川 保君） やるということで、認識はしていいですね。  

○教育長（牧野正典君）  そのつもりでいるんですけども。 

○教育委員長（和歌宏侑君）  それと、基本計画を作るときの委員長が松田委員が委員長なん

ですよ。基本計画を、当時は杉村委員長で、そのあと私が委員長で、私に答申をいただきまし

た。それで、委員会で協議をしました。検討委員会を通って、立ち上げる時に松田委員長の時

に、基本計画の委員長の時に、何回ほど、４回ほどに分けて。  

○委員長（吉田和子君） 松田委員の方から。  

○教育委員（松田嘉邦君）  これ、答申書まとめる前に、学校の校長先生、教頭先生、そして

また各町内会の各地区の連合会の会長さんやら、商工会の会長さん、青年会議所の方々と。そ

れとＰＴＡの会長さん、副会長さん、そしてこれから子供たちが学校に上がるという幼稚園と



１８ 

か、保育所、その父母の会の会長さんとか、いろんなご意見をお伺いしながら、盛り込ませて

いただいたという経緯をもってます。 

○委員（西田祐子君）  この適正配置の問題は、私三つほど問題点を 感じていたんです。一

つは、統合された場合の４０人学級の時に、私もそうだったんですけど、熊谷議員も安藤主幹

のうちの子供と同じだったんですけども、中学校の時に３クラスになるか、４クラスになるか

ということで、毎年何か振り回されて。そういうのがちょっとあったもんですから、マンモス

になるというか、統合された時には、いつもそれで悩まされるんではないかという、親の不安

が非常にありますよね。その辺、町の方というか教育委員会の方で、例えばある程度弾力的に

３５人以上になった場合は２クラスにしようよねとか、何かそういった弾力的にものがないと、

その都度来年はどうなんだろうという不安が先ず一つあるというのがあります。二つ目に、大

きな人数になった時に、事務的になるんじゃないかという不安ですね。どうしても少人数の時

には、１人１人の子供をやっぱり先生方もよく顔を見て、名前も分かってるというのがありま

すけども、人数が多くなると、例えば子供の名前一つにしても、間違えて正しく呼んであげら

れない。やっぱり、そういう弊害というのはありますので、その時にどうなんだろうかという

不安が二つ目ですね。三つ目に、線路を渡っての登下校はどうなのか。これは、白老小学校と

緑小学校の問題なんですけども、今の線路の状況でしたら、そこの所に歩道橋が１個あるだけ

で、ポロトの所も、本町の向こうの端っこの方の所も、子供たちが通うための歩道というんで

すか、そういうものが、ちゃんと整備されてない。それに対して親達がやはり線路の向こうに

渡って行く時のどうしようかという不安が非常にある。過去にもやはりそういう事故が何度か

ありまして、やはり鉄北鉄南と分けた経緯があったもんですから、その辺を町として考えてい

かなきゃいけないんじゃないだろうかなというのがあります。それと、最後になるんですが、

将来の見通しですよね。これは、先ほど聞いたんですけども、将来の見通しというのは非常に

推理しずらいということなんですけども、やはりこの学校教育の問題というのは、１０年後の

問題じゃなくて、２０年後、３０年後をどういうふうに見通すかという考えで話されてるんじ

ゃないかと思うんですよね。やはり、その辺をある程度、こういうふうなものはどうでしょう

かね、こういうふうに考えられるんですけどいかがでしょうかねという、大雑把なものでもあ

る程度示していただけると、非常に分かりやすいかなという気もしております。最後になりま

すけど、中学校の問題なんですけども、中学校は先ほどもちょっと学校教育課長おっしゃって

ましたけども、免許外の教員が教育をする。これは、他の方の胆振管内の他の学校の先生方に

何度か耳にしたことあるんですけども、高校に来た段階で、免外教員に教育を受けた子供が、

どうしてもそこの科目が弱くなってるという問題が、高校のところで聞きまして、やはりこの

辺に関しては、もうちょっと考えてあげなきゃいけないんじゃないかなと、一応感じました。 

○教育長（牧野正典君） 学級編成の関係ですけれども、学級編成は４０人学級でなくても、

３５人であっても、今の段階では二クラスになるか一クラスになるかというのは、学級数が少

なくなったとしても、当然出てきますから、それは仕方ないこととしても、町独自の対応とな

ると、町が先生を雇うという。要するに町の予算で先生方に来てもらうとなると、財政的にど
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うかというのがありますので、私共はそうならないように国に働きかけをしているということ

であって、これは今もこのことに係わっては、私共教育局となるべくそうならないように、そ

のことについては十分配慮してやってございますし、それから大きな人数になると事務的にな

るとか、子供の名前を間違えるというのは、私はこれは教員の資質の問題だと思うんですよ。

私は大きな人数だから、小さい人数じゃなくて、これはあくまでも教員の資質の問題であって、

そうであれば先生方のそういう意味での研修ということは、非常に大切になるのかなと思って

ますし、僕はそうでないのかなと思ってます。それから、鉄道を渡っての通学という話ですけ

ども、これは子供がそれじゃ鉄道どこの町でもあって渡らないのかと、国道も渡らないのかと。

だけども、そしたら竹浦、萩野、虎杖へ行ったらみんな鉄道渡って通ってるんです。白老地区

の子供だけ渡っちゃ駄目なのかという論議になりますから、それはちょっと。やはり、子供の

危機意識というのを、やはり学校で教えなきゃならない問題なのかなと思いますし、私共はそ

の４番目の将来の見通しをすべきということにつきましても、将来を見通しながら今回のこの

基本計画を作ったということを先ずご理解をいただきたいなと思ってますし、最後の免外教員

に受けると、子供の学力が足りないと言いますけども、これも教授力。私達はそうだと思って

ます。免外だから必ずしも力が弱いとか何とかということではないのかなと思ってます。確か

にそういう部分あるかも分からないけども、それは一概にそのことがあたかもそうであるかの

ようなことは、やはりどうかなと思いますし、私共としては、やはりきちっと免許持ってる先

生にやってもらいたいという意味では、ある程度の中学校の規模、それだけの規模になるとい

うことが、大切なことなのかなと思ってますので、ご理解していただきたいと思います。  

○委員（西田祐子君）  今、ことごとく拒否されたんですけど、今正直言って親が持ってる不

安を私言わせていただいたんですね。それを、今の教育長言われたみたくばつっと切られちゃ

ったんだったら、じゃ今までのままでいいじゃないって、正直言って親達は思うんですよね。

やはり、その辺を考えようよと言ってくださるところに、何か適正化とか、そういうものも出

てくるんじゃないかなと私は思うんです。 

○教育長（牧野正典君） これは、先を見通して作ってるんです。決して先を見通してないわ

けじゃないです。子供が少なくなるから、今からきちっと考えていったらどうなんでしょうか、

やったらどうでしょうかというのがこれなんです。決して、先読まないで、その時点のことを

あれしてるわけじゃなくて、だから複式になった場合には統合ということも考えますのでとい

うことをこの中に入れながら、やっていきたいと。  

○委員（西田祐子君）  ４０人学級のことを拒否するんだったら、それをあくまでも町でお金

出せないんだったら、同じ金出すんだったら、学校建てないで、お金そっちの方に教員増やし

てよとか、それが正直言って多くの考え方というか思いなんですよね。その辺が親達と上手く

というか、周りの住民の人達の意識との差があるんで、その辺をちゃんと理解させないと私は

適正配置という話は進ないんでいかないじゃないかなと。 

○教育長（牧野正典君） だから、さっきから委員長の話している少人数学級と、少人数指導

は違いますよと、ここなんですよ、いいですか。  
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○教育委員長（和歌宏侑君） 要するに今、教育長言ったんですけど、今どういう動きしてる

かということで、先ず北海道の町村教委連でも、今日午後から会議ありますけど、もう何年に

渡って４０人学級終わった段階で、３５人学級を文科省に必ず毎年陳情やってます。ですけど、

うちの先ほど話しましたけど、５７クラスの内の一番多いとこの３５名超えてるのが、一クラ

スか二クラスなんですよね。それ考えていただければ、もしその学校の校長先生がチームティ

ーチングやりたいから１人補助してくださいよという少人数教育をやりたい。授業をやりたい

というんであれば、我々は頑張って何とか予算つけることにお願いして回るし、実際に先ほど

だぶるようなんですけど、白老町の枠の場合にはそういったテストパターンで、道の方から編

成多く。加配置というんですけど、加える配で加配していただいてます。優遇措置を結構白老

町受けてます。そういう中でも将来考えて、やはりさっき斎藤委員も言われましたけども、教

える先生の質も昔と違って、環境が違いますんで、子供たちの個性がかなりバラエティーとい

うよりも、強いですよね。少人数になってますから、自分を出すのは。だから、学級崩壊とか

何とかというかたちで現れてくるんですけれど。そのようにならないようにベテランの先生を

後ろの方にお手伝いしてもらうとか、いろんな形の中で今、手を打ってます。その辺はご心配

要らないというのと、物理的にぎりぎりの所というのは、これはもう我々どうしようもない問

題ですけど、それはぎりぎりにいったときには、今言ったような形の中で対応をということは

できます。そういう形で考えてます。だから、ご心配無くと言ったら失礼なんですけど、頑張

って白老の教育というのは、そういう中で何とか良い授業を受けさせてあげたいという形でや

りますんで、その辺は良いんじゃないかと思うんですけども、問題は各論の親の問題なんです。

その辺をどうコミュニケーション、コンセンサスを取るかどうかということです。これは、我々

教育委員会もそうですけど、やっぱり議員の皆さん方と一致団結して、白老の子供たちに如何

に良い教育をさせるかというのが目標なんですよ。終わった人はいいんですよ、ある意味では。

だから、その辺を考えて、やっぱり町民の親達に説得してほしいんですよ、皆で。先ほど情報

公開が足りないというんで、その辺も我々、小さい部分でも今のような形の中で、これからの

教育こうですよというような説得をしていきたいと思ってます。よろしく、ご承認の程お願い

したいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 今、委員長さんに閉めていただきましたんで、適正配置に関しては、

大体この辺で。まだ、聞きたいということがあれば、そのことも含めて構いませんけれども、

社会教育、それから給食センター含めて、子供たち全て係わってくることですので、その中で

最近こういうことがあってということがあれば、皆さんの方からまたご意見なり、質問なり出

していただければと思います。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  私は常日頃、学校経営のことについてなんですけれども。教育委員会

の中でいろいろあるべき姿というか、理念を年次的に決められますよね。それを今度、実施計

画という形の中で教育計画。町民の皆さんに示している白老町の教育行政の計画。これも約束

ですよね。その中身を見ると、僕はどうも学校経営者がそれに対して、きちっと付随してない

んでないかと思うですよ。だから、変な話さっきも言おうと思ったんだけど、適正配置が進ま
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ないというのは、僕はそこだと思うんです。要するに学校経営者のエゴイズムが、僕はあると

思うんです。だから、僕はその所に町の教育委員会の意見が反映できるポストニングをした方

がいいんでないかなと。副校長とか。そうなれば、僕はこれ持論ですよ。白老の各地区にある

学校は分校でいいと。先ほど堀田委員が言ってるように、白老は白老小学校一つなんですよ。

中学校一つなんですよ。たまたま竹浦に分校があるんですよと。虎杖浜に分校があるんですよ

と。教育理念変わりませんと。先ほどから議論されている一つの子供たちの環境ですよね。少

ないより多い方がいいだろうと。これも僕も認めます。そうであれば、あとは手法の問題です

から。ハードのことと手法を一緒にしちゃうから、話がごっちゃになるんで、僕はやっぱり大

きな人数で大きな摩擦を起こしながら、教育を受けるというのは、僕は必要だと思います。た

だ、信頼だとか、道徳だとか教えるのは、個々で教えるべきだと。この辺のところの学校経営

者がきちっと。だから、道から派遣されてる先生方については教育長のご努力で大変優秀な教

員、それから経営者がいらっしゃっているんですけど、やっぱり白老町であるべきということ、

ちゃんと理解できる学校経営者が学校に居るべきだ、私はそう思う。この辺についてはどうお

考えでございますか。  

○教育委員長（和歌宏侑君） 今、熊谷委員さんが言われたとおり、昔は学校管理者だったん

ですよね。今、学校経営なんです。ですけど、３０年も、３５年も一般教員やって、教頭先生

も管理職ですよね。経営というのは、ここ何年かの話なんです。なかなかマネージメント出来

ません。私も教育長も校長会でも相当勉強会やってます。なかなかおりませんけど、今うちの

町にもし万が一、うちの教育の合わない校長先生が赴任なされた場合には、教育長の力で、す

いません、うちの教育に合いませんという形を取らせていただくくらい根性入れてます、逆に

言えば。命張ってますから、本当に。その位やってっても、やはり経営と管理とは違うという

のは、これは体で染み付いたものですから、なかなか一遍には出来ません、時間かかりますん

で。私立とは違うところなんですよ。この辺もちょっとご理解しながら。ただ、彼らも悩んで

ることは確かです。僕はマネージメント、経営、経営と言ってますから。学校訪問行って、先

ず最初に言うのは校長先生の経営方針。マネージメントどういうふうにしますか。違うんです

よ、管理と違うんですよ。もう毎年続けてます。ですから、今直ぐというのはちょっと勘弁し

てください。  

○委員（熊谷雅史君）  そこまでおっしゃるんで、僕はセコンドしますけれども、今回白老中

学校でやられた習熟度。このことにつきましては、完全に学校経営者のやっぱりマネージメン

トですよ。当然それをプロデュースした教育長の評価にもつながるということ。これがやっぱ

り必要なんですよ。これが、保護者なり町民が求めてる教育だと僕は思うんです。だから、も

う少し中、きゅっとこういうふうにやっていただければ、この予算を取るというには、我々は

善処いたしますので、新たな決意をもう一回聞きたい。  

○教育委員長（和歌宏侑君）  本当に力強い発言をいただきましたんで、是非我々も学校の校

長先生、教頭先生の白老町居る間はきちっとやってもらうと。それで教頭先生は白老から胆振

に出て行く時に、きちっとマネージメントの出来る校長で出したいと思ってますんで、よろし
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くお願いします。  

○委員（熊谷雅史君） 優秀な先生に出てかれるというのも困るんですよね。 

○教育委員長（和歌宏侑君） いや、その代わりまた優秀な方に来てもらいます。 

○委員（熊谷雅史君）  何か去年の春、非常に僕も痛ましいなと思った学校経営者が１人トレ

ードされましたので、僕は泣きましたけどね。それだけ言っときます、以上です。  

○委員長（吉田和子君）  学校現場に係わってる方の今は声かなというふうに思いますけれど

も。他にどうでしょうか。 

○委員（西田祐子君）  ここの場で言っていいのかどうか、ちょっとよく分からないんですけ

ども、例えば教育委員の方いらっしゃいますよね。学校教育から高齢者の人達の学習教育まで。

今、全部やってらっしゃるんですか。 

○教育委員長（和歌宏侑君） 教育委員会にはかかります。 

○委員（西田祐子君）  最近の流れの中で、他の自治体もそうなんですけども、教育委員の方

が限られた人数でやってらっしゃると。それで、そういう教育まで手を出していったら、正直

言って今の少子高齢化の中でいろいろな問題を教育委員の方が専門に出来ないという問題があ

ると。いっそのこと、生涯教育とかということが、教育委員の手から外して、行政の方にお願

いしといて、取り合えず教育委員の方には学校の教育のことだけ専任してもらっても良いんじ

ゃないかという論調も結構あるんですけども。というのは、教育委員の方も人数も限られてま

す、時間も限られてますし、今、熊谷議員おっしゃってた学校経営のことにまで、やはり口出

し出来ない現状が、なかなか時間的の問題であるんじゃないかって、いろいろな新聞とかで、

教育雑誌とかで書いてるんですけど、その辺はどうなんでしょう。  

○教育委員長（和歌宏侑君） 熊谷委員さんも、議長もご存知だと思いますが、ケネルはスク

ールボードって教育委員会なんですけど。これエリア１００キロ以内の学校の教育だけやって

るんです。それが教育委員なんです。生涯学習とかそういったものは行政の方というシステム

もあります。ただ、今の文科省のお金の方の流れからいうと、全部生涯学習も教育委員会と。

これもシステム変わるんじゃないかなと、僕は思ってます、将来は。今、言われたような形が

出来れば望ましいと思ってますけども。ただ、それだったら５人がいいのか、３人がいいのか。

エリアがいいのか。それはやっぱり今後、問題点に教育委員制度のあり方自体も、この市町村

合併とか、広域連合とかいう形の中で、変わりつつあるんです。まだ、それははっきりしてな

いから決まらないだけで。これ、２、３年で変わってくると思いますよ。その節はやっぱり学

校専門なんじゃないかなと。ただ、幼児教育凄い心配されてるんで、教育委員さんも、やはり

教育だから年少もかなり教育委員会の方で担当された方がつながるんじゃないかというような

考えもありますんで、ちょっとはっきりは言えないですけど。その辺は検討されてるようです、

上の方では。あとは教育長の方で何かもし。  

○教育長（牧野正典君）  お話あったと思いますけれども。でも、確かに教育というと、学校

教育が本当は主体なんです。これ、間違いないです。これは大多数そうなんだけれども。生涯

学習という考え方は、生まれてから死ぬまでが学習であって、生涯学習の一部分が学校教育と
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いう捉え方をしてるですね。ですから、そういうことを考えていくと、生涯学習は教育から離

していいのかとなると、またここに大きな問題が出てくるんですよ。というのは何故かという

と、子供は学校だけで育つわけではないですから、地域でもどこでも。やはり、あらゆる場で

育つわけですから、やはりそういう意味では教育というのは大きなエリアの中でやっていかな

ければならないというものは、僕はなかなか難しいけれども、このことはどうしようもないこ

とではないかと思ってるんですよね。確かにエリア広いけれども、やらなければならない。子

供のことを考えれば、やらなければならないことなのかなと思ってます。ですから、決して学

校教育と生涯学習が分かれてるんじゃなくて、生涯学習という大きな流れの中の一部分が学校

教育、あるいは社会教育、あるいは文化があるんであって、あるいは高齢者大学とか何とかい

ろいろありますけれでも、それを全部ひっくるめて生涯学習という考え方ですから、そういう

意味では教育委員会というのは生涯学習全部係わると。今は係わってるという具合にとらえて

いただければいいと思ってます。  

○委員（熊谷雅史君）  重要な委員会があるということは、私は認識しております。ただやっ

ぱり、やっぱりアイテムが増えてますからね。だから、やっぱり住み分けは町独自でも検討す

る余地があるのかもしれません。西田委員はそういうこと言ってるんだと思いますけども。 

○委員長（吉田和子君）  他に。及川委員、どうぞ。  

○委員（及川 保君）  委員長、答申内容で図書館を併設。きちっとこれ謳ってるんですね。

図書館、白老町長年に渡って要望も高い施設なんですけどね。ただ、学校と図書館を併設する

という、非常に大きな問題もはらんでるんではないかというふうに、実は認識するものなんで

すね。不特定多数の町民の皆さんが、この施設に出入りするわけですから、教育現場の中にも

影響を与える可能性も高いんじゃないかと、私は思うんですね。このことについてちょっと、

もう一点。それとあと、白小に建て替えするべきだと、これ一点ですね。先ほど冒頭、玉井委

員の方から財政問題も含めてというご意見もありました。実は私もそういう意見を持ってる一

人で。緑丘小学校を取り合えず、５年使えるか１０年使えるか分かりませんけれども、使って

いただいて、そして間違えなくここも老朽化するわけですから、その時点できちっとした校舎

を建て替えるという考え方はどうなのかと、私は実はこういう意見を持ってるものですけど、

この二つに付いてお伺いしたいと思います。  

○教育委員長（和歌宏侑君） 一点目の図書館の併設ですよね。これは、図書協議会１０名が

教育長の諮問機関になってまして。そこも全然ノータッチの問題なんですよ。ですから、触れ

ない部分なんです。ちょっとこの辺で我々も頭抱えてるんですよ。それで今、協議中でちょっ

と時間もかかってるんですけど。ただ、図書館というと、先ほど出てましたけど、２０億から

２０何億学校取ったら、お金の問題になりますけどちょっと。  

○委員（及川 保君）  途中ですけど、当時の学校教育課長は、はっきりとそういう答弁され

てるんですね。金の面もはっきりと言いませんでしたけども、図書館付きでやりますと。  

○教育委員長（和歌宏侑君） 石田会長の答申内容言っただけです。委員会の意向を。これを

いただいてから、ずっと協議してます。委員会のある度に残りの時間を３０分なら３０分取っ
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て、毎回やってますけど、やはりここに行っちゃうんですよね。我々はそこまで、本音で言う

と踏み込んで欲しくないと。ということは、図書館を造るとなれば、一大事業ですから。都市

計画の企画の方も入って来るでしょうし、もちろん議会の方もあるでしょうし、図書協議会の

方もあるでしょうし。だから、そこまで踏み込んでまでは、我々考えてなかったんですけど、

一応来たと。２点目が緑小のほうにというと結局は、問題点としては、中学校の問題が絡んで

こないかと。懸念されるんですよ。ということは、中学校が２年前ですか、壁落ちたの。です

から、思ったより早く老朽化が塩の関係でいってるんじゃないかと。検査するにもお金かかる

もんですから、まだ今年屋根交換とか何とか、やっぱりお金かかっちゃうですよね。ただ、こ

っちの方にあるよりも、意外と老朽化というのは進んでるんで、その辺も絡んでくると如何な

ものかな。中学校はあそこでいいのかな。中学校２校にしよう。大体、町民の方も賛成なんで

すよね。実際に去年の夏から虎杖中学校と竹浦中学校は野球、サッカー。一緒にもう野球は中

体連に一緒に出ることになりました。そういう形の中で、授業もどんどんどんどん学校長同士

で組んで行きましょうという、今やってますんで、中学校の統合の方が本当は早いんですよ。

ただ、今度場所ですよね。その問題も出てくるんで、私の頭の中には如何なもんでしょうかと。

また、あそこにお金かけても同じ結果ですよね。環境が環境だから。いいんですかという形で

す。まだ、そこまで踏み込んでないですから。その辺もちょっとこの辺もかすめてるんで、今

悩んでる最中です。ちょっとお時間をいただきたいと。  

○委員長（吉田和子君） 進めていく中では、小学校の適正配置と同時に中学校は終わってか

らという話も前あったんですけど、同時に進めるべきじゃないかという、前の総務文教常任委

員会でもそのことは出てるんですね。 

○教育委員長（和歌宏侑君）  最初は一点一点やろうと思ったんですけど、環境の変化といい

ますか、その辺もあるんで。ぼろっと壁落ちちゃったもんですから。中見たら鉄骨が凄い錆び

ちゃってるんですよ。これは持たないなと。中学校も一緒にやろうかなというのは今、検討中

でございますんで、ご理解を。 

○委員長（吉田和子君）  こちらもそういう考えの方が多いんじゃないかと思います。  

○委員（斎藤征信君） 今のに絡んで。上からの方針というのはいろいろ複雑に絡んでるから、

どう考えていいか分からなくなっちゃうですけど。平成８年に開かれた学校という形でやって

以来、学校の複合化という、それは文科省が言い出していることなんですよね。その学校だけ

じゃなくて、図書館だとか、公民館だとか。それから高齢者のあれだとか。そういうものを全

部側に寄せて、それで教育をもっと幅広くしていこうと。体験学習という、生きる力を付ける

ためには、そういうような方策が必要ということで、先ほどの経営者がマネージメントの精神

というのは、これは必要だということは、そこからは出てくるんですよね、そういうことが。

本当に教育だけじゃなくて、そういうあらゆる面に渡って、方向をつけて行かなきゃならない。

これは一つの今でも言ってるわけですよね。幅広い形で学校を造っていく。学校施設を造るん

であれば、バリアフリー化しなさいと。それから、エコスクールでやりなさいと。太陽熱を使

ったり、自然の何かを使ってやりなさいという。それから、最近はゆとりと潤いの学校施設造
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りということで、木で造って改修すれば、国が負担としてあげるという方向だとか。それから、

芝生、学校の庭に芝生を作ると、それは国庫で負担をみてあげるだとか。様々なことをいって

るわけで、そういう方針が、教育委員会全く知りませんよというわけにはいかないですよね。

これはもう白老の教育の一つの問題として、方向性として提起しなきゃならないことですよね。

文部省が言うわけですから。いうことにならないかどうかということと、もう一つはシックハ

ウスだとか、それから耐震度調査。これは前にも話でたんだけども、１校建てることもお金か

かるから、学校だけではなくて、公的施設全部やらなきゃならないから大変だという話だった

んだけども、その方法として何か安い方法で出来るんだと。そうなったら出来るんじゃないだ

ろうかという話しをしていたんだけども、そのあたりどうなってるのかね。高くて手が出ませ

んよというとこまでは聞いてるんだけども、だけどもそれはほって置かれる問題ではないとい

うことで、そのあたりはどうなっていますか。 

○教育長（牧野正典君） 平成７年に複合化という話、確かに出てたんですけども、あの頃は

どういう時代だったかということを考えてみれば、よく分かるんですけれども、サカキバラ事

件ですとか、いろんな子供の荒れた非常に大変な時期だったんです、この頃は。だから、そう

いう構想もあったことは確かです。でも、そのあと、大阪の池田小学校の如く、学校の管理の

徹底ということに変わってきたと。だから、時代の変遷があるんですけれども、今国の方は複

合化というのは全く考えてません、ほとんど。ほとんどの所ではないです。例えば都市部で土

地が無くてどうしようもないといったときに、学校建てる時に都市部行くと何館も図書館あり

ますから、その内の一つを学校と一緒に建てましょうと。そうすることによって、建設費が安

くすむからという形でやってるとこありますけれども、私調べてみましたけれども、そういう

ところはほとんどないですね。ですから、当時の複合化と今の時代は大きく変わってきたとい

うことでは確かです。それから、校舎の文化化という話もありましたし。  

○委員（斎藤征信君） 対震度調査、シック調査は。  

○委員長（吉田和子君）  安くなったらやりますかという。 

○学校教育課長（目時廣行君）  対震度はやらなきゃならないという部分あります。あくまで

も簡易的にやるものはあるみたいです。私はちょっと詳しいとこは見てませんけども、ただそ

れにしても費用がかかるですね。先ず、コア抜きをするだとか、それから横揺れに対するどれ

だけの耐力度がありのか、そういったものを若干考慮してます。どの位お金がかかるのか。正

式にやると１，０００万円以上、何千万という単位かかるんですが、簡易式でやると、これは

規模だとか、中身によりますけども、１００万という単位で出来る可能性がある。これをやっ

てある程度、全くＮＧの場合であれば、これは調査しないで解体して改築の方に持っていくと。

それから、非常に微妙な部分については、もっと精度の高い調査をかけると。こういうような

形の手順になってくると思います。取り合えず今、小学校の統合の関係で、白老小学校につい

ては、これはもう昭和４５年以前の建物ですから、これは調査してもＮＧが出るだろうと。緑

丘小学校については昭和４９年からそれ以降の建物ですから、これについては調査をかけて耐

震補強が必要なのか、あるいはＮＧが出るのか、これを確認する必要があると。将来一緒にし
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た場合に当然、保有面積はどうなのかという関係があって、新しく建て替えする校舎の補助の

付く面積が変わってくると、こういう部分あるんで、これは先ず一等最初に何らかの形で調査

をかける必要があると、そういうふうには考えてます。その他に、白老中学校については、昭

和５１年から昭和５３年位までの建物ですから、これも耐震度の調査の対象に入ってきます。

それ以外では、竹浦中学校、小学校。これが対象になります。これも、どういうふうに精度の

高い方でやるか、簡易的なものでやるか、この辺の検討をしてもらいたいというふうに思いま

す。それから、シックハウスについては、これは学校設置者が計画的にやりなさいということ

で、平成１４年の４月１日にその基準が示されたということなんですね。苫小牧では１６年度

予算を付けて実施するということでやってますけども、白老町については１６年度予算が付い

てませんので。これは先ず基準を作って、どういった所をどういうふうにして測定するか、こ

ういう基準を今１６年度中に作って、平成１７年に予算作るべく準備をしたい。それから、も

う一つは１ヶ所か２ヶ所位は予算をやり繰りして、試験的に測定したいと。これについては、

測定バッチというのがありまして、これでいけるかどうか、その確認の意味で何ヶ所か測定し

てみたいというふうに思います。  

○委員（玉井昭一君）  先だって、萩野青少年健全育成協議会というのがありまして、そこへ

私出席させていただきました。近藤 守さんが委員長やってますけども、そこで萩小と萩中が

アンケートを取ってるんですね。これ、見られてるかなと思うんですが、あのアンケートを見

ると、親の教育の方が先だというふうに、私は痛切に感じたんです。前にも目時課長には先だ

ってお話しましたから、見られたかと思いますけども、これを是非みんなで見せていただいて、

そして僕も教育のことはさっぱり疎いんですが、僕自身がこれを見た途端に、これは親の教育

なんだと、確信したんですよ。その辺のこともちょっと調査いただいて、親御さんに出来る限

り白老の保育園、あるいは小学校の父兄の方々に見ていただくと。本当にものを与えすぎてる

とか、お金も与えすぎてる。ビデオ持って、自分の部屋があってテレビもあって、電話もあっ

て、そういうのが一目瞭然に分かるんだって。こういうの、父兄の方が見せていただきたいな

と。その話は一つだけお願いします。答えはいりません。 

○委員長（吉田和子君） 今日の道新にもちょっと載ってましたよね。アンケート調査の結果、

親の規範の緩みが子供たちの規範の緩みがかなり出てると。それは親の影響であるいうような

ことも載ってましたけども、いろいろ考え合わせてみると、反省するところありまして。丁度、

今日こういう時間のない中、忙しい中、こういう機会を設けていただきましたけれども、私も

お話伺って、昨日ちょっと考えてて、子供たちって何を希望してるのかなと。本当に白老だけ

じゃなくて、日本の未来を担う子供たちが今何が必要なんだろうか。どんな危険なものが押し

寄せてるんだろうか。凄く私達の時代には分かったものが、考えられなかったものが今、子供

たちの環境を取り巻いている。その環境をしっかり守ってあげるのが、私達の今役目なのかな

というふうに思うんですね。それと合わせて子供たちの希望は、夢はじゃどうなんだろうかと

いうことも、聞く機会もほしいなと、こんなことも考えながら今日望んだんですけども、本当

に時間が２時間ということを設定いたしましたので、まだまだお話したいこともたくさんある
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と思いますけれども、またこういう機会が設けられればというふうに。また、どんどんこれか

ら進んでいくと思いますので、統廃合も。そうなると私達もまた、こういう機会を設けていた

だくことになるかもしれませんけども、今日は社会教育課長と給食センター長、申し訳ありま

せん。何か質問いってるかと。私は出したいの、あったんですけど。本当、来ていただいてあ

りがとうございました。また、これからもこういう機会を設けていただいて、本当に白老町の

子供たちを守るためにも、いろいろな意見交換をしていきたいなというように思います。本当

に今日はありがとうございました。  

（午前１２時０９分） 

 


