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○ 開会の宣告 

○委員長（及川保君）  新しいメンバーになりまして、初めての委員会でございます。ただ今よ

り総務文教常任委員会を開会いたします。 

                                           

○委員長（及川保君）   お諮りいたします。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（及川保君）  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。次に本日の委員会の日程について事務局長から説明をいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君）  おはようございます。今日はお手元にレジメを示しておりますと

おり、午前中、担当課の方から小中学校適正配置についてのご説明を受けまして、午後から現地調

査ということで 3 校の小中学校を視察する予定でございます。白老小学校、緑丘小学校、萩野中学

校という順番に視察をする予定になっておりますのでよろしくお願いいたします。 

○委員長（及川保君）  暫時、休憩いたします。 

休  憩      午前 10 時 01 分 

                                           

再  開      午前 10 時 01 分 

○委員長（及川保君）  それでは委員会を再開いたします。これより、小中学校適正配置につい

ての所管事務調査を行いたいと思います。加藤委員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  審議に入る前にね。今回の場合、小学校適正配置と、それから、小中学

校適正配置と 2 つになっているのですよね。先ほどの日程の中にも中学校の視察も入っているわけ

ですよ。そうですね。ですけども、小学校の適正配置だというふうに私どもは当初は認識していた

のですけれどもね。中学校の方まで今回の所管事務調査では入るのですか。その辺り、はっきりし

てもらわないと。小学校、中学校ということになりますと困る。 

○委員長（及川保君）  暫時、休憩いたします。 

休   憩      午前 10 時 02 分 

                                           

再   開      午前 10 時 02 分 

○委員長（及川保君）  再開いたします。 

○委員（加藤正恭君）  中学校も行くということは、中学校の適正配置の問題にもなるわけです

ね。だとすれば、萩野中学校だけを見て、虎杖・竹浦中は行かないの。その辺りはどういうふうに

考えておられるのかな。だから、これは小学校の問題と中学校の問題と分けて議論して行かなけれ

ば。内容が全然違うものだからね。 

○委員長（及川保君）  暫時、休憩いたします。 

休   憩      午前 10 時 03 分 
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再   開      午前 10 時 13 分 

○委員長（及川保君）  まず、教育委員会からの説明をお願いしたいと思います。山崎教育長の

方から一言お願いをいたします。 

○教育長（山崎宏一君）  おはようございます。所管事務調査、小中学校の適正配置についてと

いうことで、後ほど具体的なお話を説明させていただきますけども。ご承知のとおり、これにつき

ましてはですね、いろいろ経過がございます。まず、平成14 年にですね、1 月になりますけども白

老町小中学校適正配置基本計画というものを教育委員会で議決をさせていただいております。そう

いう中で、平成14 年 1 月に基本計画ができておりますけども、その時は小学校については各地区に

1 校ずつと。中学校については町内に 2 校という基本的な考えを示してございます。その後、平成

15 年の 2 月になりますけれども、適正配置の検討委員会というのが町民の方々、関係者が入りまし

てですね、字白老に小学校が 2 校あるということで、これを 1 校にということでですね、当時のＰ

ＴＡ含めていろいろ議論がされてございます。その答申を受けた形になってございまして。その意

見を尊重しながらということで、実は昨年 5 月に機構改革等々がございました。そういう中で今日

も出席しておりますけども、政策推進室の方で町の重要事項という形で小中学校の適正配置につい

ても教育委員会の方と連携をしながらという形で、昨年の 5 月から取り組んでおります。そういう

中で17 年の7 月に字白老の小中学校の適正配置についてということで議論を重ねて現在に至ってお

ります。そういう中で、先ほど委員長の方からも話がございましたとおり、議会でもこのことにつ

いては一般質問に答える形で答弁をしてございますけれども、今年度中に白老地区の小学校につい

ての内部方針を出して行きたいとこういうお話をさせていただいております。それともう一つは、

中学校でございますけども、中学校についても先ほど話したように町内で 2 校という形になってき

ております。そういう中で、小学校も同じなのですけども、今、やっている白老地区の小学校の適

正配置、これがまずこの 3 月で一応内部で決定をしたいという形。それについては決定次第また、

議会だとかいろいろ、地域住民の方にもお話をして行かなければならないということになります。

そういう中で当時より子供の減少が非常に早いテンポで来ております。そういう中で中学校全体、

または小学校全体についてもですね、これはやはり議論をしていかなければならないなという中で、

先般の議会でも話がありましたとおり、平成 19 年度から栄高校に仮称でございますけども中学校が

設置されると。同じく 19 年 4 月から登別に中学校、これも開校されるというのを含めて将来的にど

ういうふうに見極めていかなきゃならないかと、こういうようなことで白老地区の小学校が一段落

してから全体の小学校、全体の中学校についての議論をしていかなきゃならないと。こういうよう

な、現在、考えを持ってございます。そういう中で現在ですね、先ほどらい、話をしているとおり、

今年度中に白老地区の小学校の配置をどうしようということも、財政的な部分もいろいろ含めまし

て総括的に内部検討しているという最中でございます。そういうことから、まず、この内部検討が、

結論が出ておりません。そういう中で今日の委員会でもですね、そういうお話はまだ町長等々いろ

いろお話をまだしていないという段階でございますので、その辺は質問の如何によりますけれども、

具体的な話は差し控えたいなというふうに思っております。しかるべき時期が来ましたら、そうい
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う形で議会にも、委員会含めて説明という形になろうかなというふうに思っておりますのでよろし

くお願いしたいというふうに思っております。なお、今日、お手元に関係資料を配付してございま

すので、これについてはご説明をさせていただきたいというふうに思います。なお、くどいようで

ございますけども、平成 14 年、15 年の基本計画答申でございますので、言葉は適当でありません

けれども、新しい議員さんについてはですね、この資料を配付して目を通していただいたと思いま

すけども、当時のいろいろな状況についてはおそらく承知していなかったというふうに思っており

ますので、今日はそういう形で、今日、配付した資料をですね、ちょっと勉強会的なことにもなり

兼ねませんけども、そういう形でご説明をさせていただきたい。その後、いろいろ質疑に応じて行

きたいというふうに考えておりますのでよろしくお願いしたいと思っております。以上でございま

す。 

○委員長（及川保君）  ありがとうございました。それでは、目時学校教育課長、今、教育長が

おっしゃられたような説明をお願いしたいと思います。 

○学校教育課長（目時廣行君）  それではですね、お手元にお配りをいたしました資料に基づい

て説明をさせていただきます。 

 まず、資料 1 の 1 ページ目ですが、これまでの白老町小中学校適正配置における経過についてで

ございます。平成 9 年 4 月に白老行政改革推進委員会、ここで第 3 次白老町行政改革の推進に関す

る答申の中にですね、小中学校の適正配置について改善項目として指摘をされております。この内

容については森野小中学校についてですね、その方針を決めていきなさいとこのような内容でござ

います。 

 続きまして、平成 11 年の 9 月につきましては教育委員会事務局に小中学校適正配置内部検討会議

を設置しております。この中で森野小中学校の廃校ということについて検討を進めております。11

月、他町村統廃合先進地を視察しております。穂別町他、2 町 1 村を視察しております。12 月、第

4 回定例会で決算審査特別委員会の中で小中学校適正配置の基本構想の策定が必要ということで報

告がなされております。 

 翌年、12 年 1 月、これを受けて第1 回教育委員会で適正配置について協議をいたしまして、教育

委員会の内部で自主的に基本計画を策定することを決定しております。策定する主な内容につきま

しては、将来を展望した望ましい学校教育の姿を踏まえた町内小中学校の適正配置計画についてと

いうことでございます。2 月に基本計画策定のため、小中学校適正配置委員協議会を設置して第 1

回協議会を開催して、平成13 年 5 月 30 日まで 21 回開催をされております。この間、適正配置教育

懇談会を開催して広く関係団体から意見を聞いております。9 月に適正配置に関わる教育委員研修

を行っております。これは道庁の方へ行って研修を行っております。 

 平成 13 年、適正配置の委員協議会は小中学校適正配置のあり方について、これを教育委員長に答

申いたしました。教育委員会はそれを受けてですね、答申内容の審議を始めております。関係団体

からの意見集約を含めて、平成 14 年 1 月まで 16 回開催されております。この 13 年の年はですね、

教育長が変わっております。 

 次に平成 14 年 1 月ですけども、第 2 回教育委員会で白老町小中学校適正配置基本計画を決議いた
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しております。6 月、白老町小中学校適正配置基本計画に基づき、教育委員会は白老地区小学校の

適正配置を具現化するため、白老地区小学校適正配置検討委員会を立ち上げて、次の 2 点を諮問し

ております。15 年 2 月 5 日に答申書提出まで検討委員会を 12 回開催されているということです。

この検討委員会は町民の方々15 名で開催されております。この諮問内容は、白老地区小学校の適正

配置の具体的方針について、もう 1 点は地域の特性を生かした魅力ある学校作りに向けた施策の提

言について、これについて諮問をしております。 

 平成 15 年に入りまして 2 月、白老町小学校地区適正配置検討委員会から答申書をいただいており

ます。7 月、答申内容について、総務文教常任委員会から説明を求められております。この説明内

容につきましては、この検討委員会からの答申は尊重すると。総合計画に反映していく。年内に方

向性を決める見通しと。また、財源を大きな課題に位置付けた上で、16 年度には基本計画の策定に

入り、3 年以内をめどに着工のめどをつけたい。このような説明をしております。 

 平成 16 年に入りまして、第 1 回教育委員会において町長と教育懇談会を行っております。この時

は飴谷町長に適正配置について説明をした上で意見をいただいております。その内容につきまして

は、白老地区小学校の適正配置については、多くの住民の理解を得ることが必要であり、財源的な

ことが解決してから建設すると。したがって白老小学校と緑丘小学校については必要な維持補修で

当面、対応していくと。このようになっております。中学校の適正配置については、生徒数や地域

の事情を考慮して推進すると。小中学校校舎等の増改築のために必要な基金を積み立てるというこ

とで、平成16 年から 17 年、1 千万ずつ積み立てをしてきております。7 月に入りまして政策調整会

議で、これは町長、助役等の政策調整会議ですが、関係課による内部検討会議の立上げについては、

時期を見ての設置ということで意見をいただいております。統合による校舎等の建設費の概算及び

財源、償還額のシミュレーションは進めておく必要があると。備考欄に、これを受けてですね、学

校教育課では建設費等の算出及びＰＦＩ手法の調査研究を行っております。 

 平成 17 年に入りまして 7 月、この前に、5 月に機構改革がありまして政策推進室、それから山崎

教育長が選任されましたので、その 7 月に入りまして、政策推進室と内部検討会議立上げの協議を

行っております。座長に山崎教育長ということで決定をされております。8 月に入りまして、第 1

回白老地区小学校適正配置のための内部検討会議が開催されております。8 月、10 月、12 月、1 月、

4 回内部検討会議が開催されております。8 月につきましては今後のスケジュール及び検討項目につ

いて協議をしております。10 月については児童数の実態と推移。図書館併設の効果と問題点。ある

いは建設パターン等の検討。12 月には適正規模校及び小規模校のメリット、あるいは事業をする場

合の期間等の検討を行っております。 

 今年 1 月に入りまして、ＰＦＩのメリット、あるいは財源見通し等の検討を行っております。 

 ここには記載されておりませんが、2 月に入りまして適正配置の先進地ですね、鵡川町と室蘭市、

ここに視察をする予定になっております。 

 続きまして、資料 2 の方を説明させていただきます。事前にお配りをしておりますので概要のみ

説明をさせていただきたいというふうに思います。1 ページにつきましては白老町小・中学校適正

配置基本計画策定の趣旨について書かれております。下の方、5 行目ですか、少子化に伴う児童生
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徒減の影響による学校規模の縮小にどう対処するかなど極めて重要な課題となっていると。こうし

た動きを受け、白老町の学校教育の進むべき道を明確にし、次代を担う子どもたちにとって最良の

教育を希求する立場に立脚して、小・中学校適正配置基本計画の策定を行うと。このようになって

おります。 

 それから、2 ページ目の学校を取り巻く現状と課題ということで、まず、1 点目は教育環境の現状

と教育改革と。それから、2 点目につきましては、少子化の現状と課題ということになっておりま

す。特にこの少子化の影響が非常に大きいと。児童生徒数が減っております。白老町における小中

学校の児童生徒数の推移を見ると昭和 57 年に 4,052 人のピークを迎えた後、急激な減少を続け、平

成 13 年では 1,744 人となりまして、昭和57 年に比べて57％の減少になっていると。やや減少率は

低下するものの、この傾向は当面続くものと予想され、現状で推計可能な平成19 年の見込みではさ

らに209 人減の1,535人と推計されていると。このように子どもたちが減っている現状にあります。 

 次、3 ページですが、目指す教育の在り方として、ここに 5 点ほど挙げております。「自ら学び、

自ら考える力の育成」「一人一人の個性を生かす教育」「基礎基本の確実な定着を図る教育」4 点目

として「豊かな人間性をはぐくむための教育」5 点目として「地域の特性を生かした特色ある学校

づくり」こういったことを教育の在り方として挙げております。 

 次に小・中学校の適正規模と適正配置でございますが、学校教育法施行規則第 17 条及び第 55 条

では、「12 学級以上 18 学級以下の学校を標準とする」。従って、これ以外の学校は大規模ないし小

規模校として扱うものと考えられるということで、だいたいクラス替えが出来る、小学校では 6 学

年 2 つの 12 ないし 18 ですね。中学校では3 学年 4 つ、12 以上の学校。これを適正な規模の学校と、

このように位置付けをされております。 

 次の 5 ページですが、教育効果と学校規模ということで、小規模校の長所、小規模校の課題とい

うことが書かれておりますが。これは後ほどですね、これを比較した表がございますのでそちらの

方で説明をさせていただきたいというふうに思います。 

 6 ページでございますが、これは先ほど適正規模の数値を説明したとおりでございます。さらに

というところから、北海道教育委員会の『中学校適正規模要約判断資料』、これにおいても 12 学級

から 18 学級が適正とされ、6 学級から11 学級についてはやや適正であり、1 学級から 5 学級は適正

でないと判断されると。白老町の場合、これらに準拠すると町全体でおおむね小学校では 2 校、中

学校では 1 校と。この基準に基づきますと小学校では 2 校、中学校では 1 校。こういう形になりま

すということです。 

 6 ページの(3)白老町の基準を見ていただきたいのですが。本町は、社台地区から虎杖浜地区まで

の 6 つの地区が東西に連なっており、地理的条件並びに生活圏のまとまりから考えて、国及び道で

示された標準に沿った配置は困難と判断すると。そこで、前述した目指す教育の在り方と照らし合

わせるとともに、今後、さらに重視されてくる地域に根ざした教育を推進し、地域ぐるみで子ども

の健全育成を図るという観点から小学校については各地区（社台、白老、萩野・北吉原、竹浦、虎

杖浜の 5 地区）1 校が適正配置の基準と考えられる。また、中学校については教育効果を考えると

町内 2 校が適正であると思われる。なお、児童生徒が今後減少し、1 学年 1 学級を確保できなくな
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り、複式の学級、小学校で 4 学級未満、中学校で 3 学級未満ができた場合は教育効果の面から改め

て適正配置を考えることとしたと。 

 それで 7 ページに適正配置の具体的方策としてですね、この枠組みの中に「小学校は各地区に 1

校が望ましい」「中学校は町内に 2 校が望ましい」「森野小中学校は閉校とする」このように方向付

けをしております。各地区に 1 校が望ましいとする理由、それから、中学校は町内に 2 校が望まし

いとする理由がここに書かれております。一応、ここも読んでいきたいと思います。 

 まず、小学校は各地区に 1 校が望ましいとする理由としての 1 点目。小学校段階では地域の教育

力を生かし、地域ぐるみで児童の健全育成を図っていくことが重要である。2 点目、地域に根ざし

た特色ある学校、特色ある教育を行うには各地区に 1 校の学校があることが望ましい。3 点目、小

規模、中規模校を町内に配置し、将来的に学校選択の弾力化を図ることにより、児童や保護者はニ

ーズに合った学校を選択することができる。4 点目、クラス替えが可能な学校を配置することが望

ましい。 

 中学校につきまして、2 校が望ましいとする理由として 1 点目、人間関係の固定化による弊害を

避けるために、クラス替えができる規模とする。2 点目、免許外教科の指導を少なくするために、

一定の学級数を確保する。3 点目、一定の学級数を確保することにより、教師の人数にゆとりがで

き、総合的な学習の時間・選択履修の拡大に対応できる。4 点目、生徒のニーズに合った部活動・

集団的活動を成立させるには一定規模の生徒数が必要である。5 点目、町内1 校ではなく、2 校にす

ることにより、互いに特色ある教育を行い切磋琢磨できる。また、将来的に学校選択を視野に入れ

る必要がある。 

 森野小・中学校を閉校とする理由については省略させていただきます。 

 適正配置についての付帯事項としては、まず、各学校が特色ある教育、地域に根ざした教育を推

進する。それから、通学区域の弾力化を図るということで 2 点掲げられております。 

 以上、白老町小・中学校適正配置の基本計画について、非常に雑駁ですが説明をさせていただき

ました。 

 続きまして、資料 3 を見ていただきたいと思います。これは白老地区小学校適正配置検討委員会

からの答申でございます。平成15 年 2 月 5 日に答申をいただいております。この答申の内容でござ

いますが、次のページ、2 ページを見ていただきたいと思います。 

 まず、1 点目。白老地区小学校の適正配置の具体的方策について。「白老小学校と緑丘小学校を統

合する学校は、複合施設を併設するものとし、白老小学校敷地等を活用し新設されたい」「通学の安

全確保を図られたい」。 

 2 点目は地域の特性を生かした魅力ある学校づくりに向けた施策等の提言について。その中で、

複合施設は、町立図書館（郷土資料コーナーを含む）とする。このように白老小学校と緑丘小学校

を統合する場合については町立図書館を複合施設として併設されたいと。このような答申内容にな

っております。 

 検討委員会のメンバーは 3 ページに書かれているとおりです。 

 続きまして、資料 4 を見ていただきたいと思います。適正規模校と小規模校の教育面での比較。
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これについては小学校について比較をしております。左側が適正規模校の場合、12 学級以上 18 学

級以下の規模。右側が小規模校の場合、6 学級程度の規模。 

 まず、適正規模校の場合のメリットとしては、効果的なクラス替えができる。2 点目、様々な個

性と出会い、交流することができる。3 点目、集団の中で生きる力を培うことができる。4 点目、教

員数が確保できる。5 点目、多くの個性を持つ教員とふれあうことができる。6 点目、同学年の教員

同士が指導方法の面で協力できる。7 点目、また、課題解決のアイディアを出し合うなど、切磋琢

磨してよい刺激を与え合う。8 点目、学校行事なども一定規模が確保される。9 点目、統合を機会に

老朽化した校舎を解消できる可能性が大きい。10 点目、また、校内ＬＡＮ及び教材・教育用備品等

の整備充実がしやすくなる。 

 小規模校の場合のメリットとしては、1 点目、教員が児童に密接な指導ができる。2 点目、一人一

人の活動の場と時間が保障される。3 点目、異学年との交流がしやすい。 

 それから、問題点ですが。適正規模の問題点としては、通学区域の拡大により通学路の安全確保

に配慮が必要である。 

 小規模校の問題点では、1 点目、子どもたちの人間関係に変化がなく固定化してしまう懸念があ

り、自立を妨げる場合もある。2 点目、児童主体の学習が求められている中で、子ども同士の意見

交換が困難になってくる。3 点目、少人数のため、視野が狭くなり、自発性や意欲の不足、表現力、

創造力の不足が見られる。4 点目、体育の授業やクラブ活動において集団的な活動ができなくなる。

5 点目、登下校時や緊急時の安全指導、安全確保の体制づくりに際して支障が生じる場合がある。 

 なお、これは小学校についてでございますが中学校の場合はこれに付け加えますと、小規模校の

場合、まず、教科の先生の関係ですね。いわゆる国語の先生が保健体育を教えたり、あるいは美術

を教えたりという免許外の授業をしなければならない。小規模校の場合、先生の定員数というのは

決まっていますので、全ての教科の先生を配置されないということで、したがって一人の先生が複

数の教科を教えなければいけないと、こういった問題があります。それから、もう一つは生徒数が

少なくなることによって、野球のチーム編成が難しいとか、吹奏楽部の編成が非常に難しいと。こ

ういったことで生徒の部活の選択肢が非常に狭まってくるという、こういった問題が中学校の場合

生じてきます。 

 それから、資料 5 でございますが。統合した小学校の検証からということで、これは札幌の資生

館小学校が統合されたことによる検証でございます。これは参考までに資料を添付しております。

一番最後にアンケート調査の結果ですね。2 年生～6 年生を対象にアンケート調査をしたところです

ね。子どもたちは比較的に統合については前向きに受け止めていると。人数が増えて良かったとか

ですね。遊び相手が増えて良かったとか、こういった前向きに感じ取っているようです。 

 次、資料の 6 です。これはあくまでも参考資料ということで捉えていただきたいというふうに思

います。平成17 年度については、5 月 1 日の学級編成の資料から取ったものですが。白老小学校と

緑丘小学校、この児童数を合わせますと 1 年生から 6 年生、合計 572 名になります。これを学級編

成をいたしますと、各学年 3 学級、合わせまして18 学級になります。1 番下の欄を見ていただきた

いのですが、平成23 年。これは平成 17 年 3 月 31 日の住民基本台帳を基にして学級編成をした場合
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の数値でございます。白老小学校・緑丘小学校、1 年生から 6 年生までの児童数は 457 名です。平

成 17 年の児童数と比較しますと 115 名が減少になります。で、クラスの数は 1 年生、2 年生、3 年

生、4 年生、6 年生、これについては 2 クラス。5 年生については 3 クラス。合わせて 13 学級にな

ります。約6 年の間に 18 学級から13 学級に減ります。 

 続きまして、資料の７ですが、これは中学校の資料でございます。平成17 年の 5 月 1 日付の学級

編成の資料によりますと、萩野中学校・竹浦中学校・虎杖中学校、1 年生から 3 年生トータルで224

名です。学級数でいきますと、1 年生から 3 年生 2 クラスずつ、合わせて 6 学級になります。1 ペー

ジの平成 23 年を見ていただきたいのですが。平成 23 年、6 年後ですか。各学級は 2 クラス、合わ

せて 6 学級で、平成 17 年と比較しますと生徒数は 10 名減でございます。で、次の 2 ページの平成

29 年になりますと、1 年生が 1 クラス、2 年・3 年が 2 クラスで 5 学級になります。17 年と比較し

て 1 クラス減。生徒数の数は 157 名で、17 年と比較しますと 67 名減少とこのようになります。子

どもの数が徐々に減っております。特に小学生が非常に大きい減少をしております。 

 次、資料 8 ですが、これは道内の校舎の建設費用の単価ですね。1 ㎡当り、工事費がどの程度な

のか、調査したものでございます。これもあくまで参考資料ということですが。平均を取りますと、

㎡当り 271,400 円ということでございます。今回、内部検討会議で校舎の建設費につきましては、

だいたい㎡当り25 万円で算出をしております。 

 それから、最後の資料 9 でございますが、内部検討会議での考え方ということで、内部検討会議

で今まで進めてきた中での考え方を一部ここに記載をしております。まず、読み上げたいと思いま

す。白老地区小学校適正配置の必要性について、「同一地区にある白老小学校と緑丘小学校は、平成

17 年度の学級数は、それぞれ 7 学級と12 学級で二校が統合した場合の学級数の推移は18 学級とな

るが、4 年後の平成 21 年度は 15 学級となり、さらに 6 年後の平成 23 年度は 13 学級と減少する。

少子化の勢いはとどまることなく、児童生徒は依然として減少傾向にあり、子どもたちにより良い

教育環境を整備するためには、平成14年1月に策定した白老町小中学校適正配置基本計画に基づき、

白老地区小学校の適正配置を行うことが急務となっている」。2 番目ですが、町の財政事情との関係、

「適正配置に伴う校舎等の建設または増改築には多額の費用と調査設計を含めて相当の工事期間が

必要であるが、町の財政事情を考えたとき、単年度にかかる相当額の一般財源の負担は非常に厳し

い状況にあることから、他の大型事業との調整を慎重にしたうえで早期に着工できる手法をさらに

検討していく必要がある」。3 点目です。「現段階において、白老地区小学校適正配置にかかる校舎

等の建設または増改築の時期は、他の大型事業との関係もあり財源確保の目処がついていないこと

から確定できない状況となっている。また、調査設計から校舎等の建設または増改築および屋外環

境整備が完了するまでには、事業手法の選択によって、8 年から 5 年程度の期間が必要となること

から、この間、中学校の適正配置については、2 年程度の期間をかけて地域住民および関係者と協

議し実施に向けて対応していきたいと考えている」。 

 だいたい資料につきましては、雑駁でございますが説明をさせていただきました。 

○委員長（及川保君）  ありがとうございました。大変、細かに今日までの経過をいただきまし

た。それでは、暫時、休憩いたします。11 時 10 分まで休憩といたします。 
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休   憩      午前 10 時 58 分 

                                           

再   開      午前 11 時 09 分 

○委員長（及川保君）  休憩を閉じて、委員会を再開します。学校教育課長の方から今、詳しい、

14 年度からの今までの学校、白老町における小中学校適正配置のいろいろ進めてきた状況がお分か

りになったかと思います。ここから、皆さんの質疑を受けたいなと思いますのでよろしくお願いい

たします。何かございませんか。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  進め方として、小学校と中学校とどうですか。分けた方がいいと思うの

ですが、どうでしょう。全部、総合的に。 

○委員長（及川保君）  総合的にやっていきましょう。谷内委員、どうぞ。 

○委員（谷内勉君）  ちょっとお聞きしたいのですけども。森野小中学校が閉校しましたよね。

で、今現在、バス通学をやっていますよね。それに対する不満とか、こういう方にしてもらいたい

とか、そういうようなことは現在出てきていますでしょうか。 

○委員長（及川保君）  目時課長。 

○学校教育課長（目時廣行君）  森野小中学校廃校に伴ってのバス通学ということなのですが、

廃校に伴ってバス通学はやっておりません。各通学区域にいる子どもたちは、その通学区の学校へ

通うということで、基本的には通学バスは出しておりません。ただ、飛生小学校についてはですね、

昭和 63 年くらいでしょうか、その当時はその地域の方々と当時の町長との約束事で、飛生地区に住

んでいる子どもたちが竹浦小学校あるいは竹浦中学校に通学するためにですね、今、7 人ぐらい通

っていますが、その子どもたちについては通学バスは出しております。それ以外は通学バスはだし

ておりません。 

○委員（谷内勉君）  それに対する弊害とか何とかというのは全く・・・。 

○学校教育課長（目時廣行君）  今のところは聞いておりません。 

○委員（谷内勉君）  そういうことについては弊害も出ていないし、クレームみたいのは出てい

ないと。だから、今後どうなるかはちょっと分かりませんが、その辺についても心配するようなこ

とはないかなと判断するのですが、その辺はどうでしょう。 

○委員長（及川保君）  学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君）  通学バスについては、これもメリットとデメリットが出てきま

す。当然、今、こういう社会情勢で非常に不審者とか、通学地の子どもの安全確保の面ではスクー

ルバスというのはメリットが出てきます。ただ、子供たちの体力増進ということを考えますと、ま

たちょっと、その面で逆行する部分も出てきておりますので。これはやっぱり一定距離以上ですね、

4 キロ以上とかそういった部分については通学バスを検討する必要があるというふうに考えてはお

ります。 

○委員長（及川保君）  よろしいですか。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  この白老地区小学校の適正配置の答申ですね、これが15 年 2 月に答申さ

れたと。その年、丁度、議会・町政が随分混乱したものですから、15 年度はまあどうにもならない
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としても、16 年、17 年度の 2 年間でこれが進まなかったという理由ですね。当然、さっきの説明で

は財政的な問題が大きなネックになっていたということは十分承知しているのですが。そういうこ

ともあったろうなと思うのですが。そういう大きな理由をどうして答申のあれが進められなかった

のかということが 1 点と。 

それから、この答申がですね、12 回ほど検討委員会がやられたというのだけれども、非常に答申

の内容が簡単なのですね。ただ、単純に白老小学校敷地等を活用し新設されたいと。これだけしか

書いていないのですよ。なぜ、白老小学校の方になったかと。おそらく、いろいろな議論をした経

過があって、まとめられての白老小とこういうふうにしたのだろうと思うのですが。出来うれば、

その中身ですね、どういうふうにして緑小と白老小とのいろいろな、ＰＴＡでもいろいろ議論もし

たのだろうけれども白老小になった、結論の中身の理由ですね。これがもし分かれば教えていただ

きたいということ。 

それともう一つはですね。ここに条件が付いているのですよ、複合施設と。しかも、町立図書館

と具体的に書いてあるわけ、資料館も含めてですね。これがですね、当時の、答申を入れたのは見

野町長だと思うのですが、やっぱり町立図書館を小学校の適正配置の中に条件として付けたという

ことがね、より私は遅れる・・・。これも含めますとですね、学校ばかりじゃなくて図書館という

ことになると、また新築になるわけですね。そういうことが大きな延びた理由の一つでもないのか

なと私は想像しているのだけども。この当時の受けた時の状態、受け方。どのように当時としては、

教育委員会としては考えられたのか。その辺りについてちょっと伺いたいと思います。分かる範囲

内で結構です。当時の教育長が居られないものだから、あれですけども。 

○委員長（及川保君）  目時課長。 

○学校教育課長（目時廣行君）  非常に当時、私も居なかったものですから詳しい話については

ちょっと説明できない部分があります。1 点目の 2 年間かけて事業が遅れたと言うか、その理由に

つきましては、まず、教育委員会で事業の算出ですね。費用関係についてはまだ算出されていなか

ったと。私が16 年 1 月に行った時についてはですね、粗方のものは出来ていたのですが、どのぐら

いの一般財源がかかるとかですね、こういったものが全く見えない中で進められていたと。一番、

財源がどのぐらいかかるかというのは大きな問題なのです。いつ出来るか、それによって判断され

る大きな材料、この部分が進められていなかったということが一番大きな理由というふうに捉えて

おります。 

 それから、2 点目の答申の中で非常に答申が簡単で、答申を出す前の大きな理由の部分が非常に

欠けていて、私自身もこれを見させていただいて、なぜなのかという部分。新聞等の記事なんかを

見ますと、ちょっと分からない部分はあるのですね。これは本当に予想と言うか、あくまでも予想

の域を出ないのですが、白老小学校は歴史も長いですし、そういった部分が大きかったのかなとい

う感じはしております。ただ、鉄北の保護者の方、鉄南の保護者の方がですね、白老小学校の跡地

ですから鉄南の保護者の方、地域の方はそちらということで理解はされているというふうに思いま

すが、鉄北の方はまた逆な部分でやっぱりちょっと理解はされていなかった部分があってですね、

その中で答申されていったのかなという部分も感じております。また、これが逆の答申でしたら、
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またその逆のことも考えられたのかなというふうに思います。ただ、検討委員会の中で十数回協議

を進められて、校舎が新しくなって教育環境が良くなるのであればというような部分である程度そ

の辺で治まったのかなという感じはしております。 

 それから、3 点目の複合施設の町立図書館につきましては、これは非常に複雑な思いで私も、非

常に現実と言うか、一つの小学校に町立図書館を併設して、どういった効果があるのか。これは内

部検討会議で検討をさせていただいております。図書館を併設するということは非常にお金のかか

る、簡単な今あるような図書館ではなくて、もっと本格的な図書館を建てるとなると相当の費用が

かかりますし。そういうことでこれを実現に向けて、小学校の校舎、屋体を建てて、さらに図書館

を建てるとなるとちょっと予想外の事業費がかかるということで、これについては今はっきり申し

上げられないのですが、検討委員会の中で検討をさせていただいております。これも一つの延びた

ネックの部分ではあります。 

○委員長（及川保君）  加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  だいたい、そんなところなのだろうなと思うのですがね。ただ、この答

申をされた配置検討委員会の複合施設まで言及しているというのはね、ちょっと僕は越権行為と言

うとちょっとおかしいけれども、条件を付けるということは単純に小中の合併をどうするかという

答申ばかりの他にね、こういう付帯意見を付けられるということになると、当時の町長はおそらく

困ったんじゃないかなと。確かに課長のおっしゃられるように、こういうのがいろいろ絡み合って、

答申後 2 年、3 年経ってもなかなか結論が出なかった大きな理由の一つだろうという気がするので

すけどね。それで、答申を尊重するということはよく分かるのだけれども、あれから 2 年過ぎてい

るわけですね、答申を受けてからね。2 月が来れば 3 年になっちゃうのですが。必ずしも答申に囚

われる必要はないんじゃないかと僕は個人的にはそう思うのですけれども、これをまた引っくり返

してしまうということもいかがなものかという気もするし。非常に判断の難しいところなのですが。

教育長の一般質問かなんかの答弁でも今年度中には見通しを立てたいと、説明をしたいと、結論を

出したいというようなお話もあるものだから。その辺り、今ここで言えるのかどうかは知りません。

分かりませんけれども、どのように考えておられますかね。公表できなければ、まだ差し支えある

のであれば結構ですけれども、ある程度そういうことが固まっているのであれば、もう今期まもな

くなものですからね。どの程度のふうになっているのか、その辺り伺いたいと思うのですがいかが

でしょう。 

○委員長（及川保君）  山崎教育長。 

○教育長（山崎宏一君）  尊重というのはですね、こういうような経過がございましてね、各関

係者から当時、併設と、複合施設という形で出てきておりますね。でも、おそらく思いはですね、

これもちょっとはっきりした内容は分かりませんけれども、今のある図書館というのは当時から仮

設的な部分でスタートしたというふうに理解をしてございます。そういう中で本格的な図書館の必

要性ということをおそらくこの中で訴えてですね。これもちょっと想像なのですけども、複合施設

として建設した場合ですね、一つ一つ作るよりもむしろ建設費なんかも効果的な部分があるという

ようなことも含まって、おそらく併設ということも出てきたのだろうなというふうに思っておりま
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す。そういう中でですね、課長も話したように、これには本当に大きな建設費がかかるということ

でございますので、意見としてはこういうことが答申として出てきておりますので、これを無下に

こちらの方で何の根拠も無く駄目だということにもなりませんので、一応、この答申を意見として

尊重しながらですね、そして、これに財源が当然伴ってきますので、これらを今となっては財源の

方も重点的に置きながら検討会議で議論しているということでございまして、まだ、今の時点では

どうしますということにはお話することは出来ませんけども、少なくても図書館の複合施設として

やることが適当なのか、また財源的なことを考えた時にどうなのかということをですね、その辺を

検討委員会の中でも慎重検討しているというような段階でございます。以上でございます。 

○委員長（及川保君）  加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  町立図書館というのは、今のは仮設であることは十分承知しているので

すが。これをまた社台から虎杖浜も含めて町立図書館ということになると、そういう議論はまた別

にすべき問題だと僕は思うのですよ。字白老が落ち着くでしょうけども、その白老の中でもここが

いいのか、向こうがいいのかというようないろいろな議論もあるから。今の場合は学校の問題なも

のですから、私はこれは意見は意見として聞きながらもね、やはりこれは切り離して考えるべき問

題だろうと僕は思うのです。答申は尊重するとしてもですね。 

 それで、どこかにも載っていますけれども、交通安全の確保を図られたいとこういうものがあり

ますね、意見の一つとしてですね。交通安全の確保ということになりますと、緑小の方が生徒数が

多いわけですね。こちらの方がずっと少ないと。100 名ぐらい少ないんですか、全体とすればね。

そうすると向こうの方からこっち、バスを入れるとか何とかはまた別の議論ですが、歩いて来られ

るとすれば、自転車にしても何にしても向こうからこちらへ来るよりも、こちらから向こうへ行っ

た方が交通安全面では少なくなるのではないかなということを考えますとね、私は緑小の方に行っ

た方がいいんじゃないかと、個人的にそういうふうに思っているということ。 

 それから、校舎がですね、緑小が何年になるかはちょっと分からないのですが、白小はこっちへ

やるとすれば全く新築しなきゃならないという状態にあると思うのでね。そうすると緑小の場合は

まだもつと思うのですよ、建物としたらですね、白小と比較しますと。そうすると、出来うれば緑

小に持っていって、向こうに一時的にはですよ、財源の問題もあるからプレハブ的なものを建てて

ですね、そして、応急処置をして一つ統合するというふうにすればですね、相当財政的にも助かる

んじゃないのかなと。今のうちの財政を見る場合に、そういうふうにしてやった方がいいんじゃな

いのかなという感じを私は個人的に持っているのですが。僕の考え方についてはどんなものでござ

いますか。 

○委員長（及川保君）  目時課長。 

○学校教育課長（目時廣行君）  今、加藤委員がおっしゃったようにですね、緑丘小学校の校舎

を、統合した場合にどのように使えるか。これについてもですね、一つのパターンとして検討して

おります。大規模改造あるいはですね、もう33 年ぐらい経っているのですね、あの校舎。で、結構、

痛みは激しくて、去年、体育館を直したり、玄関を直したりということをしております。一つ、問

題点は昭和 56 年以前の建物で新耐震の基準に基づいた建物でないものですから。まず、耐震度がど
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の程度あるのか。耐震改修をするとなるとどのぐらいかかるのか。こういった調査がまず必要とな

ります。その辺も想定しながらですね、大規模改修して、足りない部分については増築あるいは仮

設という形で試算をしております。当然、子供たちの通学区域の安全面も考慮しながらですね、ど

ちらがいいか。白老小学校の敷地がいいのかですね。これはもう事業費がどの程度なのか、比較は

しております。当然、加藤委員がおっしゃった、この部分も一つの検討パターンとしては入ってお

ります。 

○委員長（及川保君）  加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  今日の新聞か、昨日の新聞だったか、室蘭のあれが出ておりましたね。

56 年以前の建物であれば耐震の補助金ですか、そっちの方が採用になるけれども、それ以降だった

らならないのだと。33 年経過していると言うのですが、緑小の場合は何年に建ったのですか。 

○委員長（及川保君）  目時課長。 

○学校教育課長（目時廣行君）  昭和 48 年ですね。 

○委員（加藤正恭君）  では、対象になるということですね。 

○学校教育課長（目時廣行君）  そうですね。 

○委員（加藤正恭君）  わかりました。 

○委員長（及川保君）  皆さん、先ほど申し遅れたのですけども、内部検討委員会を今、進めら

れているのですけども。本日、教育委員会と一緒に検討委員会の中で進められております、政策推

進室の二瓶室長と松井参事も一緒に同席しておりますので、何かお聞きしたいことがありましたら

お願いしたいと思います。土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君）  今日いただいた資料の 6 にありますけれども、当然、これは平成 23

年度までの児童数の推移ということなのですけれども。当然、社台小学校も統廃合の中に含まれる

わけですよね、その時点においては。 

○委員長（及川保君）  目時課長。 

○学校教育課長（目時廣行君）  これはあくまでも参考までに。社台小学校につきましては、基

本方針の中では各地区 1 校という形で、4 学級未満については再度検討するという項目が基本計画

の中にあります。これはあくまでも参考でこの表の中で書いてあります。ここに網かけの部分が、

これはあくまでも数字の推計ですから。将来的に子どもは社会的な移動なんかもありますので、こ

れがもしかしたら増えるかもしれないし、減る可能性もありますのでね。この社台はちょっと、あ

くまでも参考という捉え方をしていただきたい。社台は統合の中には入っておりません。 

○委員長（及川保君） よろしいですか。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  先ほどの、内部的にいろいろ検討していると言うのですが、その資料を、

数値的な、もし提出できるものならお見せできないものですか。こういう場合はこのくらいという

ようなことだろうと思うのですが。細かい数字は別としても概算的なものはどんなものでしょう。

差し支えなければ提示願えないかなと思うのですが。 

○委員長（及川保君）  山崎教育長。 

○教育長（山崎宏一君）  冒頭にもお話したようにですね、今年度中に内部で検討の結果を決定
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するというふうになってございます。実は確かに今までも 7 月から何回か毎月のように検討会議を

開いてきております。内部で確かに検討の材料にするのにですね、先ほど加藤委員もおっしゃった

ように、また、目時課長がおっしゃったように、一つのパターンとして、どちらがどうかというこ

とを子どもの推移、または交通安全面、または地理的な部分、いろいろ網羅して検討しております

けども、今はまだ実は内部でももうちょっと今月、来月あるものですから、ちょっと今の段階では

お示し出来ないという状況にございますので、その辺ご理解いただきたいなというふうに思ってお

ります。 

○委員（加藤正恭君）  はい、わかりました。 

○委員長（及川保君）  加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  それから、中学校の問題になりますがね。中学校の場合はこれからの問

題だろうと思うのですよ。まだ内部的に検討している段階で、財政とか財源とかそんなことじゃな

くてね。まず、どうするかということの、これからの、まだゼロからの出発じゃないかなという気

がするのですけどね。これで行くと、2 年くらいでやりたいような話がさっきの説明では、内部検

討では言っていますが。2 年間で地域等に下ろして、そして、いろいろなＰＴＡなり何なりいろい

ろな人の意見も聞いてからということなのでしょうけれども、そんな程度のものなのですか、見通

しとしては。一応は。 

○委員長（及川保君）  目時課長。 

○学校教育課長（目時廣行君）  まず、白老地区小学校については今、内部検討会議でやってい

るのですが。一番問題なのは財源なのですね。単年度で何億かけられるかが問題なのです。下手を

すると、小学校をやるとなると 2 年ないし、3 年間ですね、他の事業できないということがありえ

るわけです。そうすると、いつ、学校をやるための財源を確保できるのか。これがやっぱり今、検

討会議でやっても見えない部分があるのです。そうすると、小学校はまず、当然、検討しながらい

きますが、中学校も待ったなしの部分があるものですから、まず、地域の方々とお話し合いを進め

るということで 2 年ぐらいかければですね、だいたい結論が見えてくるのかなと。で、中学校はで

すね、校舎は、これはあくまでも想定です、萩野中学校が元々9 クラスあったものですから増築し

なくてもある程度は賄えるのかなと、こんな発想でですね。話し合いが決まれば、あとはスクール

バスですね。スクールバスを用意すれば、それほどお金はかからないのかなと。だから、逆に考え

ると中学校の統合、適正配置が早くなるのではないかと、こういう考え方なのです。 

○委員長（及川保君）  暫時、休憩いたします。 

休   憩      午前 11 時 38 分 

                                          

再   開      午前 11 時 39 分 

○委員長（及川保君）  委員会を再開します。山崎教育長。 

○教育長（山崎宏一君）  ちょっと誤解されたら困るのですけどもね。確かに今、言ったですね、

小学校の部分と中学校の部分、連携しなきゃ駄目なのですけども、分けて考えなければならない部

分というのがあるわけですね。それで、この 2 年間というのは19、20 にすぐということじゃなくて、
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2 年間程度かけて。小学校の方のいつからという、その辺の基本的な考えもありますけれども。2

年というのは必ずしも19、20 でやるという意味じゃなくてですね、小学校の方の部分との関わりが

ありますので。ですから、そういうことで押さえないでいただきたいと思っています。誤解をされ

ますと、20 年には中学校が先行してというふうに捉えられると思いますけども。あくまでも小学校

の方との関わりがございますので、そういう意味で取っていただきたいなと思っています。 

○委員長（及川保君）  加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  それは頭に置いてはいるんだけどね。ただ、今、中学校も、さっきも説

明があったようにクラブ活動も出来ない、何も出来ないというので現実にね、例えば竹浦中学校と

虎杖中学校で一つのチームを作って野球をやっているのですよ。ああいう実態を見ますと早く進め

てやりたいと。たまたま目時課長が今、例えば萩野中に行くのであれば、空教室も十分あるし、ち

ょっと増改築すれば、すぐに明日からでもね、同意さえ得られればやれるよというのであれば早く

ね、2 年なんてのんきなこと言わないで 1 年くらいの間に早くやってあげたらいかがでございます

か。小学校の問題は小学校でまた別に、財政のことは検討しながらもね。中学校の場合はそれが出

来るのであればね。あと、通学のバスの問題とか、何かいろいろな問題は確かにあるとしても。そ

んな 2 年なんて言わないで、僕は 1 年くらいででもまとめてみたら、この18 年度でまとめてみたら

どうかという気がしているのだけどその辺りどうですか。 

○委員長（及川保君）  山崎教育長。 

○教育長（山崎宏一君）  これについては私も考えとしては同感なのですね。それで、今、この

検討会議でやっているのは白老地区の小学校をということでまず絞ってやっているということです。

これ如何による部分とですね、今、言ったように中学校だけでも早くそういうものを解消するため

に適正配置ということを考えなければならないというのは、実は 2 本立てでございます。ですから、

まず、主目的であります小学校を先に結論を、これはいつになるかということも含めて結論を出し

て、そして、中学校の方に取りかかって行きたいなと。これが今、言ったように、ここでは 2 年と

言っていますけども、今おっしゃるようにですね、年々、時間が過ぎちゃうとそれだけ子供たちの

状況も減っていくということにございますので、その辺をよく見極めながら考えていかなければな

らないかなというふうに思ってございます。 

○委員長（及川保君）  近藤委員。 

○委員（近藤守君）  15 年に答申が出されまして3 年ぐらい経っているのですけども。私も始め

て総務文教に入ったのですけども。現在、例えば白老地区の保護者、ＰＴＡと、それから緑丘小学

校の父兄の方の動きというのはあるのか、ないのか。まず、それを 1 点聞きたいです。 

○委員長（及川保君）  目時課長。 

○学校教育課長（目時廣行君）  今現在の白老小学校、緑丘小学校のＰＴＡの動きというか、ち

ょっと年数が経っているものですから、今のところ無いですね。私の方にどうなっていますかとか、

そういった問い合わせも無い状況です。で、この適正配置の方針が決まった時にはＰＴＡあるいは

地域の方々に、この方針について提示をして、ご意見をお聞きしながら進めて行きたいというふう

には考えています。ただ、実施の時期が財源の関係できちんとお話できるのか、こういったことが
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ちょっと問題になる可能性はあります。ただ、どちらになるかとか、そういった部分はやっぱり提

示してですね、ご意見をお聞きしていく必要があるかというふうに思います。 

○委員長（及川保君）  近藤委員。 

○委員（近藤守君）  この方策の中にですね、2 番目の両校の伝統を継承するという文言がある

のですけども。私が考えるにね、小中学校というのは早い話が義務教育なのですよね。しかも小学

校であればね、伝統というのは果たしてどこまでが伝統なのかということが一つ疑問がありますし。 

 それともう一つですね。3 番目の学校開放の項目がありますね。今、やはり、こういう時代です

からね、この学校開放というのはどの辺のことまで考えてやっておられるのか。この 2 点について

伺います。 

○委員長（及川保君）  山崎教育長。 

○教育長（山崎宏一君）  1 点目の両校の伝統を継承するということなのですけれども、これは

先ほどらいも話が出ておりましたけれども、白老小学校、また、緑丘小学校、校歌は当然決まって

おります。ご父兄の方々、または地域の方々にしてみますとね、おそらく歴史のある学校と。また、

その地区の核になっているということも含めましてですね、おそらく、そういう方々の思いはやは

り、伝統という一つの言葉で括ってはおりますけども、例えば、自分が卒業した学校、または校名、

そういうものをやはり統廃合することによって新しい名前が出来るのか、合わさった名前が出来る

のか、また一つの学校の名前でするのかと、これも大きな問題だと思います。そんなことでおそら

く、そういう地域に立った場合ですね、一般的にはやはり伝統、自分の学校の校名を無くしたくな

い、またはこの学校名を継承していただきたいとこんな思いから伝統という言葉が一般的には使わ

れているのかなというふうに思っておりますので。このことはそういうことも尊重しながらですね、

どういうことが地域の皆さんにとってですね、少しでもこの伝承というものを継承していくことに

なるのか、その辺も含めて慎重にこの辺は議論して行かなければならない。議論もしている最中な

のですけども、こういうことも当然視野に入れた中でも決定をして行かなければならないと、こう

いうふうに考えております。 

○委員長（及川保君）  目時課長。 

○学校教育課長（目時廣行君）  学校施設の開放につきましては、ちょっと私もどういった内容

なのかは・・・。ただ、私の考えられる範囲では、当然、今まで体育館とか、あるいは家庭科教室

等の開放というのは考えられます。さらに積極的に取り組んでいる学校では、放課後、お母さんた

ちが子どもたちと何か授業をやるとかですね。あるいは、今、土曜日は学校休みなのですが、土曜

教室ということでＰＴＡのお父さん・お母さんと、あるいは子どもたちが一緒になって何かの授業

をやったり、お母さん・お父さんが子どもたちにものを教えたり、一緒になって遊んだりですね、

そういったことが開かれた学校に繋がってきますし。また、ここに書いていますように、積極的な

情報公開ということで学校が何をやっているのか、そういったことを地域の方々に情報を発信して

いくということが当然学校の施設開放にも繋がりますし、積極的に施設を使っていただく。あるい

は、それが総体的に開かれた学校に繋がっていくのかなというふうに考えております。 

○委員長（及川保君）  鈴木委員。 
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○委員（鈴木宏征君）  先ほどからの委員の質問の中でもですが、私も加藤委員と非常に考えが

似ているところなのですが。やはり、社会情勢とかから考えれば、昔はやはりある程度の年数が経

ってくれば耐震だとかそういうことも考えながら、やっぱり建て替えとかというそういう時代も一

時代はありましたけれども。やはり、こういう情勢になりますと使えるものは極力使うという、そ

れを直して使うことができるのであればですね。やっぱり、そういう時代だと思うのですよ。それ

はやっぱり子どもさんの環境とかということもありますけれども、どちらにしてもそんなに環境に

差がなければ、今あるものをいかに有効に使っていくかというそういうような考え方をして行かな

ければ、なかなか何かをしようとした時に進んでいかない時代だなと思うのです。そういうことも

一つのパターンとして考えているということでございますので、ぜひ、そういう考え方で進んでい

ただきたいということ。 

 やっぱり児童数の推移なんかを見ますと減っていくことは目に見えているわけですよね。ですか

ら、移行するときのですね、いつするかという年数の問題も非常に、増築しなければならないのか、

もうちょっと1、2 年待ったら増築しなくても今の教室数でやれるとかという。やっぱり、そこら辺

も今ここに来て、1 年、2 年という話じゃなくてそういうことも考えて、いかに経費をかけないでそ

ういう環境を作ってあげられるかというね、そういうところをやっぱり考える時期かなと思うので

すよ。1 年でも早くやっぱりいい環境で子どもさん方にやっていただくということは基本としては

分かるのですが、やっぱり町の状況として全体を考えるとね。やっぱり、そういうところまで考え

て、時期的なこともありますでしょうし、そういうことまで考えて計画を進めていただければなと

いうふうに思うのですがどうでしょうか。 

○委員長（及川保君）   目時課長。 

○学校教育課長（目時廣行君）  先ほどから財源の問題が一番ネックということで、その辺から

どのように適正配置の事業を進めて行くかということです。当然、緑丘小学校の現校舎を活用した

場合、どのぐらいの事業費がかかるか。これも当然、検討に入っております。ただ、昔は 20 何学級

かあった時代があってですね、これで余っているかと思われがちなのですが、現実的には小学校に

は元々コンピュータ教室が無かったのがコンピュータ教室に使ったりですね。それから、特学が13

年からですね、緑小は 16 年からですか、というふうにして空き教室を活用しながら来ているわけで

す。で、児童クラブも今度、統合すると特学も児童クラブもやっぱりそれなりにスペースが増えて

くるわけです。そうすると、やっぱりどうしても増築あるいは足りない分はプレハブで一時的に賄

わないといけないという部分は出てきます、そういったことも含めながら。それから、補助金が 2

分の 1、それから改築の場合は 3 分の 1 とかですね、その実質的な町の持ち出しがどのぐらいなの

か、こういったことも頭に入れながら、しかも単年度で町で出せるお金はこれが限度だとすると、

やっぱりちょっと先送りになるとすればですね、また別な面で一時的にお金のかからない手法をま

た再度検討しなきゃいけないという、こういういろいろなことをやらなきゃいけない。で、最終的

には町長の判断が必要なわけですから。ちょっと今のところ、この辺ですっきりしない部分で申し

訳ないのですが、ある程度のデータに基づいて方針を決めていきたいというふうに考えております。 

○委員長（及川保君）  加藤委員。 
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○委員（加藤正恭君）  小学校の場合に、先ほどちょっと触れたようですが、どっちにしろ答申

を大事にすると、尊重すると、こういう言葉があるのだけども、必ずしもそういうふうにならない

場合もあるし、またはそのとおりになるかもしれないし、それはわからない。まだはっきりしてい

ないこともあるから。だけども、決めた場合に、その前にですね、地域なりＰＴＡの人たちに先ほ

どちょっと説明をしたいというようなことがあったのだけど、説明するのですか。意思表示する前

に。いつになるか分からないけども、意思表示する前に、これこれ、しかじかの理由でこちらに決

めましたというのは、そういう説明会みたいのを考えておられるのですか。先ほどの説明では、そ

ういうことをするというようなことを言われたような気がするものだから。それはどうですか。 

○委員長（及川保君）  山崎教育長。 

○教育長（山崎宏一君） その辺は先ほど言ったように、内部で検討会議の結果を持ってですね、

町長とその辺いろいろ、財源的なものを含めて内部決定をするわけですけども。その前は先ほどら

いから言っていますように、議会、または地域へ当然下ろして行かなきゃならない話でございます

ので。その辺のですね、日程的にまだ決めておりませんけれども、少なくても内部、その辺はまだ

正式に決まっていませんので具体的に話出来ませんけども、議会等々にお話をさせていただいて、

そういう方針で良しということになればですね、当然、地域へその結果をですね。先ほどらいから

尊重しながらという話を何回も出しておりますけども、当然、今の段階では尊重しながらという言

葉の中でそれも検討する。また、先ほどらいから出ていますとおり、パターンの中で何通りか、い

ろいろ検討してございますので、そういう諸々のことを町民の方々に説明をして。これが納得行く

かどうかというのはですね、やはり 2 つのものが 1 つになるということでございますので。Ａに決

まってもＢが異論があると、Ｂに決まってもＡから異論があるということで、当然どちらに決めて

も異論というのは付いて回る話でございますので、出来る限り町民の方々というよりも子どもたち

にいかに教育の場としてどれが適切なのかどうかということをまず、町民の皆さんにご理解をいた

だけるような内容のものにしていきたいというふうに思っております。 

○委員長（及川保君）  山本副委員長。 

○副委員長（山本浩平君）  先ほどの目時課長の答弁で非常に腑に落ちないところがありまして、

その点について、ちょっと申し訳ないけど一言申し上げさせていただきたいと思います。加藤委員

からの質問の中で小学校適正配置の具体的方策について、検討委員会が表している理由については

あまり具体的なものが少ないと。それで、どういった内容だったのかお聞きしたいという質問だっ

たと思うのですよ。それに対して、白老小学校の歴史が長いとかそういうことじゃないだろうかと

いうようなお話だったと思うのですけれども。この検討委員会、15 名の方が仕事が終わってから集

まって、父兄の方も集まって12 回も開かれているわけですよ。私が聞いている範囲でも、もっとも

っと深く掘り下げた議論がされているはずなのです。例えば、ＡとＢの小学校が 1 つになるとすれ

ば、この白老町の場所のどこが一番、それこそシンボルになりかねるものですから、小学校が 1 つ

になることはですね、どこが適当なのか。あるいは土地の広さ等も考慮した時にですね、例えば、

この白老小学校のグラウンドや元保育所のある土地も含めた中で検討した場合、緑小と比べてどう

なのか。事細かく、もっといろいろなことが議論されているはずなのですよ。で、それを今、この
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場で事細かくお話するのは時間の問題も多少あるでしょうから、そういったようにお答えになった

のかもしれませんけれども。やはりですね、きちんとした引継ぎをされて、お答えをいただかない

とですね、この検討委員会の方で検討されたことが何もたいしたことやっていなかったんじゃない

かということになりかねない発言になるわけですよ。逆にですね、財源なしで進められていたから

こうなったと。でも、財源なしでＡかＢかどっちかにするために、当時の町長なり、分かりません

けれども、どちらがいいか協働のまちづくりの一環としてですね、そういう検討委員会の中で検討

してくださいってやっているわけですから、それは町の方針でその当時やっていることだと思うの

ですよ。そうですよね。ですから、その辺やはりですね、私がちょっと危惧しているのは、何年間

もやっぱり時間が経過しているから、余計そういった内容も 1 年経てば経つほど不透明になってき

ているのではないのかなというふうに思うのですよね。ですから、その辺しっかりとやはり検討さ

れてきていた資料をもう一度調査・研究した上ですね、内部の検討会議の参考にもしていただきた

いなとこのように思うのですがいかがでしょうか。 

○委員長（及川保君）  目時課長。 

○学校教育課長（目時廣行君）  山本委員がご指摘されたようにですね、ちょっと年数が経って

いてですね、資料も過去の資料を振り返りながらは見ているのですが、ただ、議事録だけではやっ

ぱり見えない部分なんかもあってですね、本当に失礼な言葉が出た部分もあって、本当に申し訳な

いというふうに思っています。今後ですね、慎重に資料等を見てですね、今後、内部検討の作業を

進めて行きたいというふうに考えております。 

○委員長（及川保君）  松井参事。 

○政策推進室参事（松井俊明君）  私の方が内部検討会議の事務局をやっていまして、内部検討

会議の方へ資料を出させていただいていますけども。白老地区の適正配置検討委員会、石田さんで

やられた部分については、議事録は全部、内部検討会議の委員さんに概要については全部配付して

おりまして、だいたい会議でやった議事録部分は委員さんがみんな理解した上でいろいろ検討させ

ていただいております。 

○委員長（及川保君）  二瓶室長、一つよろしいですか。いろいろ内部検討を政策推進室も進め

ておられることをまずご苦労様でございます。それでね、私、2 点ほどちょっとね。今もお話があ

った検討委員会がこうすべきだと答申されて、それから、すでに 4 年、5 年経っているわけですね。

それで、やっぱり、こういう大きな事業を外部の人に大枠でも含めて任すとか、どういうふうにや

ったらいいのかということを検討してもらうとかね、今、内部検討していただいているのだけども。

こういう大きなことはね、やっぱり町長の考え方なのですよね。確かに財政もあるのですけどもね。

方向性くらいしか示せませんよね。今、議論になった、以前の答申されたものも含めて方向性はき

ちんと出されているわけですよね。それがいつの間にか、また年月が当然資金の問題で長く延びて

しまうわけですけども。今回の皆さんの苦労されておる検討委員会の中で決められたことも、今、

先ほどらい各委員の方々からもありましたけども、ぜひね、町長がやっぱり先頭きってやらない限

り、進めない限り、また絵に描いた餅になる可能性があるわけですよ。その辺のことを室長として

どうお考えになっているかが一つ。 
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 それから、もう一つ。校舎建て替えか、増改築か、これは別として、校舎に多額の費用を掛けて

いるのですね。例えば、虎杖小学校にしても、社台小にしても、非常に素晴らしい校舎だとは思う

のです。思うのですけども、本当に大きな費用をかけて施設を建てなきゃならないものなのか。こ

の辺もどうお考えになっているか、お聞きしたいと思います。二瓶室長。 

○政策推進室長（二瓶充君）  非常に大きな、今までの中での重要案件として、私どもの政策推

進室で今回、担当するという部分でのところで、今、委員長がおっしゃった部分のところが一部、

私どもの方として、行政側として反省する部分もあるのだと思っております。それで、こういう大

きな案件をやる時にですね、民間の委員さん方にいろいろ諮問するわけですね。答申されたという

ことになりますとですね、それで行政として、それじゃあ、これについてどうなのかという部分を

きちんと意思表示しなきゃならないのですね。それが無くてですね、曖昧なうちに教育委員会の方

の担当している部分が答申をもらったと。だけど、それは町としてどうするんだというものがない

ものですから宙ぶらりんになっちゃっているという状況で今こう続いてきているのですね。ですか

ら、これを一つですね、やはり行政として判断して結論出す時には、当然、財政のことも部分とし

て行政側から言わせてもらうという部分も当然必要になってくると思うのです。特に今後ですね。

ですから、今回、私どもの方に案件としていただいている部分については町長、教育長も含めてで

すね、これは教育委員会の問題だよとかそういう形にしないで、行政側は学校の設置者ですからね。

で、財源的な部分も町の行政側の方が、言ってみたら持っている部分あります。ですから、その中

で協力し合ってですね、地域住民、ＰＴＡ等についても協力してやっていくと。そして、解決に向

けて行くということで、この部分については取り組まないとですね、今まで白老町の部分で例のご

とく、政争の部分に利用された部分とかいろいろあります。反省しなきゃならない部分あるわけで

すから、その部分も含めてですね、この部分については行政の方が矢面に立って対応していかなけ

ればなかなか解決しないというふうに考えています。いろいろ今の教育長他、みんな、今、やって

いまして、私ども行政側として企画等も含めた中のメンバーを入れた中で検討しています。財源的

な部分も十分検討した中で、果たして結論が尊重するという形にはなってきますけど、結果、どう

いうふうな部分になってくるか。先ほどから財政的な部分を含めて非常に厳しい状況がありますか

ら。現状の中でのベストの状況を議会の方とも、私ども行政がまとめたら相談に乗っていただいて

ですね、そして、解決に向けていきたいなというふうに思っています。 

 それから、もう 1 点。巨額の経費をかけて学校等も建ててきたという部分で。これは直接、私ど

もが政策判断した部分には該当、担当でなかったものですから、なかなか直接的な答弁にならない

かもしれないのですが。やはり、これから行政執行をやっていく時には人気のことばかりを考えて

いたらですね、これからは進めていけないと。やはり、ある程度、財政の部分で批判されるのを覚

悟でですね、先ほど教育長も言っていましたけど、半分半分で批判もあるのだと。それを説得して、

やはり筋の通ったことをやっていかないとですね。そういうふうな部分での思いは、私は担当とし

て、個人的な考えとして持っております。 

○委員（土屋かづよ君）  非常に単純な質問なのですけど。今、財政のお話が出たのですけれど

も、校舎を新築される段階において、当然、設計の段階で予算つけますよね。その時は校舎と体育
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館とは別物なのですか。予算を立てる時は。なぜ、それを聞くかと言うと、厚真町だと思うのです

けども、体育館だけ改修をしたのですけども、その後、校舎をやろうとしたら校舎は出来なかった

のですね。そういう学校があるのです、今。で、そういう時は最初から全ての建物においての予算

づけをするのか。校舎と体育館を別にするのか。ちょっと、その辺のことを知りたかったものです

から。お願いします。 

○委員長（及川保君）  目時課長。 

○学校教育課長（目時廣行君）  これは全部、建て替えの例なのか、ちょっとあれなのですが。

その建物の状況によって使えるのか、使えないのか。耐震の状況が補強で使えるのか、使えないの

か。その辺の部分はあると思いますが、同一敷地内で体育館が使えなければ体育館を建替える。白

老小学校でいけばですね、屋体も校舎もどちらかと言うと昭和30 年代の建物ですから耐震設計はさ

れていません。これが補強に耐えられるかどうか。これは去年、耐震優先度調査をしましたら、外

壁がコア抜きするとブロックが出てきたと。こういう部分を考えるとやっぱりちょっと無理かなと

いう感じはしています。 

○委員長（及川保君）  それでは昼食のための休憩をいたします。昼から現地訪問をするのです

けども、各委員は 12 時 50 分に委員会室に集合していただきたいと思います。それから、教育委員

会の皆さん、午後からも一緒によろしくお願いいたします。 

休   憩      午後 12 時 11 分 

                                          

再   開      午後  3 時 43 分 

○委員長（及川保君）  それでは、委員会を再開したいと思います。今、検討されている 2 校、

白老小学校、緑丘小学校。そして、萩野中学校を見てきたのですけども。見た中で、皆さん、何か

質問がありましたら、ここで受けたいと思います。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  課長にちょっとお聞きしたのだけど。各学校の建築年月日。月日までは

いいけどね、建築年度、すぐわかりますか。 

○学校教育課長（目時廣行君）  ちょっと事務所に戻らないと分からないですけども。 

○委員（加藤正恭君）  そうしたら、いいわ。後で資料として出してくれないかな、各委員に。

そして、例えば、何年に本校舎を建てて、こうして、こうして、体育館がこうだとか、そういうも

のをね。今後、必要でないかと思う。 

○学校教育課長（目時廣行君）  施設台帳というのがありましてですね、図面と、それから、各

年度に面積と、校舎、屋体という区別したものがありますので、それをコピーして各委員さんにお

配りしたいというふうに考えております。よろしいでしょうか。 

○委員（加藤正恭君）  はい、お願いします。 

○委員長（及川保君）  各委員の皆さん、よろしいですね。それじゃあ、そのようにお願いしま

す。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  もう一つはね。18 学級と、それから、例えば中学校の場合は最高で9 学

級にならないでしょ。 
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○委員長（及川保君）  目時課長。 

○学校教育課長（目時廣行君）  この表でいきますと、最大で７ですね。平成21 年で 7 学級です

ね。 

○委員（加藤正恭君）  中学校の場合ね。で、その場合の校舎のスタンダードの規模と言うかな。

教室がなんぼくらいあって、それから、今の制度でいけば、こういうものが必要になりますよとい

うと目やすとしてどのくらいのスケールのものになるのか。スタンダードでいいのですけども。そ

れも知りたいと思うのですけどもね。どうでしょう。 

○委員長（及川保君）  目時課長。 

○学校教育課長（目時廣行君）  スタンダードと言うと、いわゆる国の基準の、7 学級の場合、

資格面積がどれだけになるかということだと思うのですが、それでよろしいでしょうか。 

○委員（加藤正恭君）  それでいいです。そのための平米数というのも基準みたいのがあるので

しょ。今の基準でいけば。それらもついでにお願いしたいと思うのですが。 

○委員長（及川保君）  目時課長。 

○学校教育課長（目時廣行君）  細かくはちょっと。大雑把に面積と普通教室がいくらで、特別

教室がどういったものかという形で。で、この場合ですね、特殊学級ですか、これについては、そ

の時々によって種類、人数が変わりますので、これは含めない形で提出をさせていただきたいとい

うふうに考えています。 

○委員長（及川保君）  明日はどうしますか。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  当初、日程表を見た場合に、出来うれば萩中だけじゃなくて、虎杖中、

竹中も対象として見て、その中から一つの方向性を見つけるという基本的な考え方をすべきじゃな

いのかと。形式的でもですね、そうすべきじゃないかなと思って、ああいう提案をしてみたのです

が。一番新しい萩野中学校を、例えば、他にいい所があってもそっちへ持って行くということは私

も当初からは考えてはいないのですが。そんなようなことでいけば、朝に言ったことの竹中、虎杖

中は視察しなくても構いませんという気持ちになりましたのでね。今日、萩中見ましたから。今日

のような視察は必要ないと思います。ただ、それ以外の何かが審議事項があれば別ですけれども。

以上です。 

○委員長（及川保君）  はい。加藤委員の方から、今、取り下げの発言もありましたが、皆さん、

いかがですか。よろしいですか。当初の日程どおりということで進めたいと思います。それじゃあ、

教育委員会、政策推進室の皆さん、本当にありがとうございました。 

 明日までこの委員会を開催してということは必要ないですね。鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君）  午前中、お話を聞いて、午後から施設を見たのですが。これのまとめと

言うんですか、そういうものをやってですね、それがもし、今日まとまらなかったら明日必要なの

でしょうし、それをやってどうするかということを考えてもいいと思います。 

○委員長（及川保君）  鈴木委員の方から今、話がありましたように、この委員会の取りまとめ

をしなきゃいけないですね。ここで皆さん、意見を述べていただいて、報告をしなきゃいけません

ので。どのようにして行きますか。加藤委員。 
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○委員（加藤正恭君）  一つの方向性というものは出さなければならないのではないかと思うの

ですが。議会としてですね。答申は答申としてあるのだけれども、総務文教常任委員会の委員長報

告という形で報告されると思うのですが、それが絶対的なものではなくて、予算の面であるとか何

かで今までいろいろ所管事務調査報告してこうあるべきだと言っても、そういうふうになっていか

ないのがいろいろとあるのですが。やっぱり、今、こういう時期になりますと一つの方向性、どう

するかということの結論を出さなければならないと思うのですけれども。その内容によっては今日、

時間があれば、今日中に結論が出れば、それで済みますけれども。済まなければ明日と、こういう

ことになるのではないかと思うのですけれども。その辺りはいかがでございますか。 

○委員長（及川保君）  当然、報告をしなきゃならないわけですから、それなりの方向性は、こ

の委員会としての方向性は出さなきゃいけないと思うのですね。 

○委員（加藤正恭君）  だから、それを議論しなければ。時間が。今日中に出来るか、明日にか

かるかという問題になると思うね。 

○委員長（及川保君）  そうですね。で、皆さん、時間はまだ大丈夫だと思いますので、皆さん

の意見を聞いておきたいなと思います。それで時間的に足りないということであれば、また明日、

開催ということになると思いますので。鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君）  午前中も加藤委員がおっしゃったのですが、やっぱり報告する時は、小

学校は小学校、中学校は中学校と分けて報告をしないと駄目だと思うのですよ。で、小学校につい

ては今回、説明を受けて、現地を見た中でですね、うちの委員会としてはこうあるべきというもの

をまとめていく。中学校は中学校で午前中の説明と現地を見て、こうあるべきじゃないかというも

のをやっぱりまとめていくべきだと思うのですよ。 

 それで、私の意見なのですが、だいたい午前中も私も話しましたし、加藤委員もだいたい同じよ

うな意見ということでお話させていただたいのですが。やっぱり今までの答申は答申として考え方

はあるのですが、やはり、これを実現する一つの考え方としてですね、あの答申どおり検討しても

なかなか実現に向けての道筋が見えてこないと思うのですね。そうしますとやっぱり、少しでも早

く体制を実現するためには、今ある施設を有効に利用して。先ほども担当者が言っていましたけど

も、小学校の場合ですと今の施設そのままでは教室が足りないとかって。400 平米ぐらい増築しな

いと駄目だとかということもありまして。資金のことがどういう流れになるのかということも一つ

はあると思うのですが、やっぱり私の考えとしては今あるものを有効に使ってですね、一日でも早

くそういう体制を作ってあげるのが子どもたちにもいいのかなということで。あまり建て直すとい

うことだけに固執するんじゃなくてね、今の施設を利用した中でも検討して、一日でも早くそうい

う体制を作ってあげるというそういうことが必要じゃないかというように私は思います。小学校の

場合。 

 中学校の場合もですね、やっぱり、そういう方向は出ているわけですから。それと今、中学校も

見せていただきまして、中学校の場合はあまり増改築しなくても今の教室を利用することによって、

そういう体制はとれると思いますので、それはそれで早急に地元の方の意見を聞きながら進めてい

っていただければいいんじゃないかなと思いました。あとは交通のことだとか、いろいろ。生徒を
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虎杖浜から、竹浦から、どうやって送迎するかという、いろいろなことはあるでしょうけれども。

やっぱり考え方としてはそういう一つの方向を出して、地域と協議を進めて行くことがいいんじゃ

ないかなと私は思います。 

○委員長（及川保君）  加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  私の意見も述べさせてもらいます。基本的には鈴木委員と同じ考え方で

ございます。それで、問題は白老地区小学校適正配置検討委員会というものの答申。これが14 年の

6 月に設置されているのですね。結論は15 年の 2 月に出されたと。その頃のことを考えますと、白

老町の財政状態も多少は苦しかったけれども今ほどじゃないと。これから好転していくならいいけ

ど、ますます厳しくなるという財政状況の下ではですね、やっぱり三位一体改革というのは相当大

きな地方自治体に対しての締めつけというものが来ていますからね。そういう状態の時に白老小学

校の新築ということはどうしても無理じゃないかというような気がしてならないのです。それで、

先ほどもちょっと申し上げた、付帯条件の図書館と。これは別問題として考えるとして、1 年でも

早くいい環境のもとで子どもさん方を学ばせるとすれば、先延ばしは絶対しないように。それで、

緑小の方に統合してやっていただきたいというような意見を私は持っております。 

 中学校の問題については、これも鈴木委員と大差ないのですが。萩野中に行くということは非常

にいいことだと思うし、あとは輸送の問題。それから、これから虎杖浜・竹浦の人たちへの、地域

への説明を十分にする時間的なものをね。先ほどの説明では 2 年と言っていましたけど、1 年か、

なるべく早くやってですね、1 年でも早く、今の 2 年生が、今年は間に合わないにしても来年の野

球チームを作れる、バレーボールチームも作れるというような状態にして大会にできるような体制

に早くしてあげるべきだというような考え方を持っておりますので。地域の説明を十分な対応をし

ていかなければならないと。そのための理論武装をして説得にかかると。おそらく、後の校舎の問

題はどうするんだということも出てくると思うのですが、そんなことを言っていたら話は進みませ

ん。後の校舎の利用の問題はまた別な機会に考えるとしても、まず、そういうふうにして進めるも

のは進めて行くべきだと。そういう時期じゃないかというふうに思います。以上です。 

○委員長（及川保君）  はい。その他。谷内委員、どうぞ。 

○委員（谷内勉君）  今までですね、適正配置の問題で内部検討というのはかなりの回数でもっ

て開かれていますよね。ですから、この内容についてね、もう少しちょっと内容を聞いてみたいな

という気持ちがあります。というのは、今、加藤委員、鈴木委員から出たのは、これはほぼ言い尽

くされたような感じがしたもので。私の意見も全く同感ですから。ですけども、やはり、こちらの

方の会議の方でどういうことが主として話し合われて、この辺はだいたいいいところまで行ったと

か、これは駄目だとかといろいろあると思うのですよ。そういう内容をやっぱりちょっと聞いてみ

たいと、そういうふうに思います。 

 それともう一つはね。要するに統合することによって、先ほど課長の報告の方からはやっぱり悪

いことはあまり発表と言うか、無かったですよね。要するに統合された場合のいいことはたくさん

あるというようなことの方がちょっと目に付いたもので。この辺のことも含めてもやはり今、言っ

た話が出ました、そういうような統合にもって行くということが望ましいんじゃないかなとそうい
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うふうに思います。 

○委員長（及川保君）  山本副委員長。 

○副委員長（山本浩平君）  まず、小学校と中学校と分けて考えた場合は、中学につきましては、

先ほど加藤委員の言われたようにですね、地域の説明だとかこういうのは全く、これからやらなき

ゃならないことですとか、具体的な動きってまだないものですから、今後いろいろな検討がかなり

必要になってくるんじゃないかなというふうに考えます。 

 ただし、小学校につきましてはね、民間の人たちが集まった検討会議で答申出された後かなりの

期間、言葉は悪いんですけど放っておいたような状況なのですね。寿幸園と同じように、答申が出

た後かなり先送りしているのですよ。事情としては財政の問題というお話もありましたけども。財

政は年々悪化していっている状況の中ですからね。いずれにせよ、小学校の適正配置に関しまして

は、今の少子化問題を考えると絶対やらなければならないことだと思うのです。ただ、今、ようや

く行政の方での内部検討会議というのがスケジュールのデータを見ますと、ようやく去年の 7 月に

立ち上げて、そして、開催しているのが8 月・10 月・12 月・1 月とまだ 4 回ですよね。こういう状

況の中で、確かに財政の問題を考えると、一般的に考えますと新しいものを建てるよりは今あるも

のを使った方が経済的にも絶対安上がりじゃないかというふうに一般的にはそう思われるかもしれ

ども。僕も議会でも質問させていただきましたけども、定例会でですね。ＰＦＩというやり方もあ

るわけでございましてね。本当に大々的な改修工事が安いのか、それとも、ＰＦＩなどを利用して

新築の方とほとんど遜色ないぐらいな金額で出来るのか。あるいは補助金もですね、改修だと全然

出てこないような話も先ほど雑談の中で課長の方からも出ていたと思うのですよ。そういうような

ことを考えるとやはり内部の検討会議の結果をある程度踏まえた形でなければ、この委員会として

方向性をこういうふうにした方がいいんじゃないかというのは材料不足のような、そういうような

気がします。ですから、先ほど谷内委員の言われたようにですね、もう少し資料を提出していただ

いた上で一定の方向性を出すべきであって、今はまだ見守るしかないのじゃないのかなというふう

に感じております。以上です。 

○委員長（及川保君）  近藤委員。 

○委員（近藤守君）  小学校の方の適正配置なのですけど、今それぞれ委員さんが申し上げたこ

とと全く同じなのですけども。ただ、私はやはり、ここまで答申を上げるまでに数多くの人方が会

議を開き、やってきたということもあって、その人方も考えるとですね、ただ、それを一笑にふす

ようなことはなかなか出来ないのかなというふうに思っております。そういうことから、やはり、

もうちょっと中身を検討して、精査して結論を出していいのかなというふうに思っております。 

 また、中学校に関しましては、もうはっきり言ってあそこしかないなと私は感じておりますので、

中学校についてはこれから別な形で進めて行けばいいのかなとこんなふうに思っております。以上

です。 

○委員長（及川保君）  どうですか。今、副委員長の方からも話がありましたようにね、ここで、

この委員会としての方向性を示すにはまだ説明が不足していると。一方では、かなりの年月、それ

から、きちんとした正式な民間の委員会でも時間をかけて検討しているというものも実はあるわけ
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ですね。その中で、今また内部の検討委員会を立ち上げて 3 月にそれなりの目途をつけるというよ

うなことをやっているのですけども。そういう意味からすると確かに説明は不足しているのですね。

この委員会で結論をこうすべきという段階にあるのかなという一抹のものも実はあるのですね。議

会として、こうすべきだよという部分は出してもいいとは思うのですけども。はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  先ほども教育長か課長にも質問したのだけども、この答申書の、ただ単

純に白老小学校敷地等を活用し新設されたいというだけのことでね。これではちょっと実際のとこ

ろ何が何だかわからないのですよ。どういう議論をしたかというのね、その当時ですよ。だけど、

その当時と今の状態がものすごく変わっていることははっきりしているわけ。だけど、それをまた、

この方々に説明もしなければならない時間も必要だろうと思うのですよ。石田さんが会長をやって

いる会に対してですね。あなた方の答申こうだったのだけども、いろいろ、こうなりましたという

ことをまた説明しなきゃならないようなね、そういう手続も必要じゃないのかなと。必要ないなら

別だけど、やっぱり必要でないのかなと思うのだけど、その辺りはどんなものなのですか。答申案

のとおりにいかないで反対と言ったらおかしいけど、こっちか、こっちかですからね。こっち行く

のが、こっちに行くようになったのを、やっぱり答申した人に対して、どうしてそういうふうにな

ったのだという説明をしなければならない場というものが必要じゃないかなという気がするのだけ

ど、その辺りどうなのですか。事務的には。 

○委員長（及川保君）  暫時、休憩をします。 

休   憩      午後 4 時 10 分 

                                          

再   開      午後 4 時 27 分 

○委員長（及川保君）  委員会を再開します。各委員さんの方から、今、お話を伺いましたとこ

ろ、3 月の定例会で報告するには非常に教育委員会から今日の説明を聞いても、なお、ちょっと説

明が不足していると。これで議会としての結論と言いますか、報告できる内容がどうも乏しいとい

う、それぞれの委員の皆さんからの意見がございました。それで、いかがでしょうか。継続審査と

いうことで、まず、よろしいですか。各委員の皆さん、いかがでしょうか。継続審査ということで

いいですね。それじゃあ、この白老地区小中学校の適正配置についての調査は継続審査ということ

で進めたいと思います。なお、この件につきましてね、3 月末まで現在の教育委員会、それから政

策推進室で進めている検討委員会は、これは目途をつけたいという報告がありますのでね、この後

にこの委員会を再度開きましてね、きちんとした内容を報告出来るように取り計りたいと思います

のでよろしくお願いしたいと思います。それでは、継続審査ということで進めたいと思います。 

                                         

○ 閉会の宣告 

○委員長（及川保君）  これをもって本日の総務文教常任委員会の所管事務調査を閉会としたい

と思います。ご苦労様でした。 

（閉会 午後 4 時 30 分） 


