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平成１８年白老町総務文教常任委員会会議録 

 
平成１８年 ５月１５日（月曜日）  

  開 会   午前１０時００分  

  閉 会   午後 ２時１３分  

 

○所管事務調査 

第１ 小中学校適正配置について  

 

 

○出席委員（７名）  

 委員長     及 川   保 君     副委員長    山 本 浩 平 君 

         鈴 木 宏 征 君             土 屋 かづよ 君 

         近 藤   守 君             谷 内   勉 君 

         加 藤 正 恭 君     議  長    堀 部 登志雄 君 

 

○欠席委員（０名） 

 

○説明の為出席した者の職氏名  

 町     長  飴 谷 長 藏 君     助    役   三國谷 公 一 君 

教  育  長  山 崎 宏 一 君     学校教育課長   目 時 廣 行 君 

政策推進室長   二 瓶   充 君     政策推進室参事  松 井 俊 明 君 

学校教育課主幹  小笠原 常 雄 君     学校教育課主幹  熊 倉 博 幸 君 

学校教育課総務Ｇ主査  田 渕 正 一 君 

       

○職務の為出席した事務局の職氏名  

事務局主幹   中 村 英 二 君     書   記   久 末 雅 通 君 
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◎開会の宣言 

 

○委員長（及川 保君）  おはようございます。ただ今より、総務文教常任委員会を開会いたしま

す。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」の声あり］  

○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。  

 

◎ 所管事務調査 

 

○委員長（及川 保君） 次に、本日の委員会に日程について事務局長から説明いたします。  

○事務局長（上坊寺博幸君）  おはようございます。本日の所管事務調査ですが、継続調査になっ

ております小中学校の適正配置についてを取り上げることになっております。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（及川 保君） それでは、町長がお見えであります。飴谷町長。  

○町長（飴谷長藏君）  白老地区の小学校の適正配置を報告する前に、皆様に私のほうから一言ご

挨拶をさせていただきます。 

この課題につきましては、平成１５年の２月に町民で組織する検討委員会から教育委員会に答申

が出されまして、町に対して政策判断が求められていた経過があります。答申後３年経過しており

ますが、私はこの案件を町長に就任以来、最重要課題として位置付けまして、昨年８月両助役、教

育長を含めた関係職員で組織する内部検討会議を立ち上げました。町長部局、教育委員会が一体と

なって取組んでまいりました。この度、その方向性がまとまりました。教育委員の皆さんの議論を

経て報告を受けました。  

その内容につきましては、先ず１つ目としては児童数の減少が予想を越えて進んでおり、小学校

については白老地区だけでなく、全町的な視点に立ち配置基本計画に示されている小学校は、各地

区１校を見直す必要があること。  

２点目として、中学校は配置基本計画に基づき町内２校の配置を早急に開始する必要があること

などであります。この内容は、将来のまちづくりを担う子どもたちの教育環境をいかに整えていく

かといった極めて重要な課題認識の上に立って、取組みの緊急度を判断し、最終的に導き出された

結果でありまして、私も同様に考えるものであります。 

これにより、担当のほうから内容を説明させていただきますのでよろしく願いいたします。以上で

あります。 

○委員長（及川 保君）  はい、それでは教育委員会からの説明を受けたいと思います。目時学校

教育課長。 
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○学校教育課長（目時廣行君）  資料をお手元に配布をしております。資料は今日配布していると

いう関係から、朗読という形で説明を進めさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、資料の２ページをお開きいただきたいと思います。  

白老地区における小学校の適正配置について、２ページ。  

はじめに 

 今日、わが国においては、急激な社会経済情勢の変化に伴い、これまでの高度経済成長を支えて

きた様々な制度の見直しが必要とされ、地方分権、規制緩和をはじめとする行財政構造改革が進め

られてきています。 

 将来を担う子どもたちの教育環境も、大きな転換期におかれており、少子高齢化、情報化、国際

化の急速な進展に対応した教育の充実が求められているほか、痛ましい事件事故から子どもたちの

命を守る安全安心な学校づくり、不登校問題、社会性や規範意識の希薄化に起因した様々な問題行

動、児童虐待といった社会問題への対応など、教育が抱える課題は、深刻化してきています。  

 このような変革・混迷・競争の時代にあって、子どもたちの一人ひとりの人格を形成し、個性を

伸ばし、可能性を開花させ、社会の形成者としての資質を育成する教育の役割は、非常に重要とな

っています。 

特に、少子化の急速な進行により、子ども同士の遊びや集団的スポーツを通しての切磋琢磨する機

会が減少したり、学校や地域において一定規模の集団を前提とした活動ができない状況になったり

しています。一方では、親の子どもに対する過保護、過干渉を招きやすくなるなど、少子化が教育

に及ぼす影響は、教育行政の大きな課題となっています。  

 このことは、本町においても例外ではなく、年々進行する小規模校化の問題を契機に、教育行政

として学校規模の適正化が大きくクローズアップされ、平成１４年１月に小中学校の適正配置基本

計画を策定しました。  

 しかし、平成１４年度末で閉校した森野小中学校を除き、適正配置基本計画に基づく他の小中学

校の適正配置は遅れており、学校施設の老朽化、耐震化の改善と相まって、早急な対応が求められ

ています。 

 そのため、町では、特に統合の方向性が示されていた白老地区の小学校について、内部検討会議

を設置し、過去の取組み状況の検証を加え検討してきましたが、その検討結果を踏まえ、教育委員

会との協議を整え、今般、その考え方をまとめました。 

Ⅰ これまでの適正配置の検討経過  

１ 第３次白老町行政改革における小中学校の適正配置の検討 

  小中学校の適正配置については、平成９年４月、民間の白老町行政改革推進委員会による「第

３次白老町行政改革の推進」に関する答申において、近年における児童・生徒の減少傾向は出生

数の減少が更に続くことが予想されるとして、｢小規模校化への対応と教育環境の整備の観点か

ら長期的な見通しに立った学校配置と通学区域のあり方について検討すべきである｣とされまし

た。 

  この答申を受け、町では、第３次行政改革実施計画の事務事業の見直しにおいて「小中学校の
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適正配置」を盛り込み、検討を進めてきたものです。  

  また、議会においても平成１１年１２月の第４回定例議会・決算審査特別委員会報告において、

小中学校適正配置の基本構想の策定が必要と報告されました。  

２ 教育委員会における小中学校適正配置の取組み 

  教育委員会では、平成１２年２月に白老町小中学校適正配置委員協議会（以下「委員協議会」

といいます。）を設置して検討を行い、平成１３年６月、委員協議会は、小中学校のあり方につ

いて教育委員長に答申しました。教育委員会では、この答申を受け、具体的な適正配置基本計画

を策定しました。 

（１） 小・中学校の適正配置基本計画（適正配置の具体的方策）  

   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」は、｢白老町に住むすべ

ての児童生徒にとって、どのような教育環境が最良なのか｣、｢将来、白老町を支えていく人間

を育てるための最も有効な教育を創造するにはどうすべきか｣、｢少子化に伴う児童生徒減の影

響による学校規模の縮小にどう対処するか｣という極めて重要な課題認識の上に立って、適正

配置の具体的方策を以下のとおり決定しました。  

① 小学校は各地区に１校（社台、白老、萩野・北吉原、竹浦、虎杖浜）が望ましい。  

② 中学校は、町内２校が望ましい。  

③ 森野小・中学校は閉校とする。 

（２） 白老地区小学校の適正配置 

  また、教育委員会では、この適正配置基本計画における各地区１校という小学校の配置方針

に基づき、特に、白老小学校の老朽化が進んでいることから、白老地区の２小学校（白老小学

校、緑丘小学校）の適正配置の取組みから開始することとし、平成１４年６月に、町民１５名

による白老地区小学校適正配置検討委員会（以下｢検討委員会｣といいます。）を設置し、白老

地区小学校の適正配置を諮問しました。  

  検討委員会は、１２回の会議を重ね、平成１５年２月、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、白老小学校敷地を活用し新設、複合施設は図書館（郷

土資料コーナーを含む。）とするという答申をまとめ、提出しました。  

  教育委員会は、この答申により、平成１５年３月、町長に対し、白老地区の小学校の適正配

置について、早期の政策判断の必要性を説明していました。  

  しかし、町長部局における検討は、答申が出された翌月には統一地方選挙があり、新しい町

長による政策判断が必要であること、さらに、極めて厳しい財政状況、国の三位一体の改革等

による地方交付税の減少、学校施設整備における補助金制度等の改革など、先行きが不透明な

中、答申の内容を踏まえた統合・建設方針を、現実のものとして担保する方策が極めて困難な

ものであるとの認識で、財政状況を踏まえた方針決定まで、慎重な見極めが必要と判断してい

ました。 

３ 白老地区小学校適正配置の具体的検討 

  町長部局において、白老地区小学校の適正配置は、第４次総合計画（平成１６年１０月策定）
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に位置付けたものの、先に述べたとおり、最大の課題が建替えにおける財源問題であることか

ら、平成１７年８月、両助役、教育長を含めた１７名の関係各課職員で白老地区小学校適正配

置のための内部検討会議（以下｢内部検討会議｣といいます。）を設置して、これまで白老町小・

中学校適正配置基本計画、検討委員会から出された白老地区小学校の適正配置についての答申、

これらの内容、検討経過を検証し、実現可能で現実的な整備方法等の方策を検討してきました。 

Ⅱ 白老町小中学校の適正配置計画について  

 これまで、白老町の小中学校の適正配置において基本となる教育委員会の決定事項及びこれに関

する答申は、将来を担う子どもたちの教育環境の整備のために必要とする方向性をまとめたもので

あり、その内容において、十分議論を尽くしているものであることからも、教育行政予算に反映さ

せるため、最大限努力しなければならないものであると考えます。 

 しかし、白老地区小学校適正配置についての議論の経過を検証した結果、計画年度、事業予算に

対する議論及び認識が不足していた感があります。  

 これは、真摯に議論し答申をまとめた各関係者の責任ではなく、諮問する行政側として十分な議

論をしてもらえる環境、情報の提供が不足していたものと言わざるを得ません。  

 教育予算の編成にあたっては、教育委員会の意見を聞かなければならないこととされていますが、

その権限は、市町村の長にあることからも、その責任は大きなものがあります。  

 子どもたちの教育環境の整備における考えは、十分尊重しなければならないものですが、教育施

設、特に学校の建設、改築には、多大な財源を必要とするものであり、町財政の状況を十分見極め、

年次計画的に整備することを前提として議論しなければならないものと考えます。  

１ 各地区１校の小学校整備について  

（１）小学校児童の推計値の状況  

  この適正配置計画では、平成１３年４月３０日現在の年齢別人口を基礎に、平成１９年度まで

の児童数の推移を以下のとおり予測していました。また、各年度における実際の学年別の児童生

徒数の比較を表にしました。 

【社台小学校】 

 実 数（５月１日現在）  

区分 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計 

１８年度   ６ ５ １０     ７ ７ １０ ４５ 

３年生、４年生が１つの学級、５年生６年生が１つの学級。  

※児童数は、平成１８年度に４５名となると推計していましたが、学年間の変動はあるものの、実

数でも４５名であり、平成１３年度児童数５７名と比較して、減少が続いています。  

【白老小学校】 

実 数（５月１日現在）  

区分 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計 

１８年度   ３６ ３３ ４９  ４５ ４０ ３５ ２３８ 

１、２年生については各１学級、３年生、４年生については２学級ずつになっておます。５年生、
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６年生については４０名以下でそれぞれ１学級ずつになっております。  

※児童数は、平成１８年度に１９１名となると推計していましたが、推計と異なり各学年とも児童

数が増え、平成１３年度児童数２０３名と比較して、３５名増加しています。これは、白老小学

校区の社会増（転入、転居による増）と考えられます。 

【緑丘小学校】 

実 数（５月１日現在）  

区分 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計 

１８年度   ４９ ５８ ４６  ５４ ５５ ５６ ３１８ 

それぞれ４０名以上、最大で５８名。それぞれ２学級になっております。これで、普通教室は１２

学級になっております。  

※児童数は、平成１３年度に比較して平成１８年度の４名減の微減と推計していましたが、推計よ

り減少数が増え、３７名減少しています。これは、緑丘小学校区の社会減（転出、転居による減）

と考えられます。 

【萩野小学校】 

実 数（５月１日現在）  

区分 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計 

１８年度   ３５ ３２ ４０  ３３ ５１ ４４ ２３５ 

１年生から４年生まで、４０名以下ということで１学級です。５年生、６年生につきましては４０

名以上、最大で５１名で２学級になっております。  

※児童数は、平成１３度に比較して、平成１８年度に１０名減と推計していましたが、推計とほぼ

同様に減少し、１６名減少しています。  

【竹浦小学校】 

実 数（５月１日現在）  

区分 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計 

１８年度   ８ ２０  １５ ９ １４ １４ ８０ 

２年生の２０名が最大です。３年生、５年生、６年生１５名ないし１４名でございます。１年生と

４年生が１０名以下と、このようになっております。  

※児童数は、平成１３年度に比較して平成１８年度に３名増と推計していましたが、推計とは逆に

８名減少しています。  

【虎杖小学校】 

実 数（５月１日現在）  

区分 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計 

１８年度   １９ １６ １５  ２４ ２０ ２１ １１５ 

４年生、５年生、６年生につきましては２０名以上、最大で２４名となっております。  

※ 児童数は、平成１３年度に比較して平成１８年度に４名減と推計していましたが、推計とは逆
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に４名増となっています。 

【各小学校合計の児童数（実数）の推移】 

区分 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計 

１８年度   １５３ １６４ １７５ １７２ １８７ １８０ １，０３１  

※ 児童数は、平成１３年度と実数比較しますと、３４名減少しております。  

（２）児童の推移の検証  

  適正配置計画の検討の基礎となった少子化の状況は、上記（１）のとおり、転出入・転居など

の事由による、一部校区間の増減はあるものの、減少傾向が続いているといえます。  

  小学校の各校区への配置は、小学校段階における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重要性、地域に根ざした特色ある学校、教育の実践からも、十分尊重し

なければならないものです。 

  しかし、今後も児童数の減少が続くことが予測されるため、適正な児童数の観点からも、再度、

中長期の推計を行い、見直しの対象として検討を行う必要があると考えます。 

  また、白老地区の白老小学校と緑丘小学校は、緑丘小学校の減少分を補うような形で、白老小

学校の児童数が増加していますが、全体的な児童数の減少を見ていくと、今後、社会増の強い要

因がない限り、減少傾向が続くものと考えます。  

２ 町内２校の中学校整備について  

（１）中学生徒の推計値の状況 

  中学生の推計については、小学生児童の推計と同様、平成１３年４月３０日現在の年齢別人口

を基礎に、小学校を卒業した児童が、学区制に基づき、中学校に通学するとする仮定の上の推計

を平成１９年度まで予測していました。また、各年度における実際の学年別の児童生徒数の比較

を表にしました。 

【白老中学校】 

実 数（５月１日現在）  

区分 １年 ２年 ３年 計 

１８年度 １０３ １２２ ９８ ３２３ 

２年生には特学の生徒数が入っております。実際の学級は 3 学級ずつです。 

※ 生徒数は、ほぼ推計と同様に減少しています。  

【萩野中学校】 

実 数（５月１日現在）  

区分 １年 ２年 ３年 計 

１８年度 ３８  ３１ ３８ １０７ 

１年生から３年生までそれぞれ１学級となっております。  

※ 生徒数は、ほぼ推計と同様に減少しています。  

【竹浦中学校】 

実 数（５月１日現在）  
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区分 １年 ２年 ３年 計 

１８年度 １６  １７ １６ ４９ 

※ 生徒数は、ほぼ推計と同様に減少しています。  

【虎杖中学校】 

実 数（５月１日現在）  

区分 １年 ２年 ３年 計 

１８年度   １３  １９ ２０ ５２ 

※ 生徒数は、ほぼ推計と同様に減少しています。  

【各中学校合計の生徒数（実数）の推移】 

実 数（５月１日現在）  

区分 １年 ２年 ３年 計 

１８年度 １７０ １８９ １７２ ５３１ 

平成１3 年度と比較しますと、合計の部分で１３１名減少しております。  

※平成１3 年度と比べ２割近く減少しています。  

（２）生徒の推移の検証  

  上記（１）のとおり、少子化により、各中学校の生徒数は減少が続いています。平成１３年度

６６２名に対し、平成１８年度５３１名、１３１名の減少となっています。  

  中学校の町内２校の配置については、クラス替えが可能な学級編成、部活動や集団的活動が可

能な学校規模を基にしていますが、竹浦中学校、虎杖中学校は、１学年２０名以下の学級編成と

なっています。 

  これまで、中学校の適正配置の検討は、具体的に着手していませんでした。  

  少子化における中学校の教育環境整備の緊急度は高く、早期に統合方針を具体化させる必要が

あります。 

  そのため、関係者等との協議を開始し、統合等の目標年次を補足した具体的な計画を早期に策

定する必要があります。  

Ⅲ 白老地区小学校の適正配置について  

小学校の各地区１校の学校整備に基づく、白老小学校と緑丘小学校の統合・新設について、以下  

のとおり検討しました。  

１ 白老小学校と緑丘小学校の児童数・学級数の推計  

白老小学校と緑丘小学校の児童数・学級数は、次のとおり推計しています。  

【平成１７年度と２３年度の推移】  

  白老小学校の部分では、平成１７年度と２３年度の児童数を比較しますと、合計の部分で６６

名が減少しております。  

  緑丘小学校の、平成１７年度と２３年度の児童数の比較では、合計の部分で４９名が減少して

おります。 

  白老小学校と緑丘小学校を合計しますと、２３年度の児童数は、１年生６５名、２年生７９名、
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３年生７９名、４年生７５名、５年生８１名、６年生７８名、合わせて４５７名になります。  

  １７年度の学級数は４０名学級で構成しますと、１年生から６年生まで３学級の全校合わせて

１８学級になります。２３年度の学級数では５年生が３学級で、それ以外の学年が２学級で、合

わせて１３学級になります。２３年度、３５人学級を想定して計算しますと、１年生が２学級、

２年生から６年生までが３学級、合わせて１７学級になります。  

（１） 童数及び学級数（平成１７年度と２３年度の比較）  

① 白老小学校は、全学年で６６人減少し、すべての学年で１学級編成となります。  

② 緑丘小学校は、全学年で４９人減少しますが、１学年２学級の編成を維持できます。  

③ 白老小学校と緑丘小学校の統合は、全学年で１１５人減少しますが、４０人学級であれば、

すべての学年で２学級の編成、将来３５人学級となった場合では、１学年を除き、すべて

の学年で３学級を編成することが可能となります。  

２ 適正規模校と小規模工の教育面での比較（小学校）  

   適正規模校と小規模工の教育面での検討を行いました。  

   小規模工のメリットは、 

・ 行き届いた指導が受けられる 

・ 異学年との交流がしやすくなる 

・ 行事で一人ひとりの児童が活躍する場が多い  

などがあります。 

適正規模校のメリットは、 

・ 自主性や刺激しあって培う向上心が育ちやすい  

・ クラス替えができる 

・ 集団の中での各自の役割や位置付けが固定化しない  

・ よりよい社会性が育ちやすい 

・ 体育の授業やクラブ活動で集団的活動ができる  

などがあります。 

また、統合した他自治体の小学校の事例では、子どもたちへの効果及び影響として、  

・ 友達が増えたことによる遊びの変化や学校生活で活気が出てきたこと  

・ 学校行事なども一定規模の児童が確保されたことにより迫力が出たこと、楽しくなった

こと 

など、集団での教育にとって、より望ましいものとなっています。 

様々な個性のある子どもたちの出会いによって、意見の対立やまとまりに欠ける行動などの

状況が見られることもありますが、これらのことも視点を変えれば人間形成に欠かせない要素

で、今まで体験できなかったことの一つであり、直ちにマイナス面とは言えないと、判断をし

ているものです。 

３ 統合について  

   児童数及び学級数の推移は次の表のとおりであり、昭和５５年度の２，８０３名をピークに
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減少し続け、平成１８年度は１，０３１名となっており、約３７％の人数まで激減しています。 

  白老小は、昭和４８年に緑丘小が設置された後の昭和５１年度の７５８名をピークに平成１８

年度は２３８名となっており、６９％の人数が減少しています。  

  また、緑丘小学校は、昭和５８年度の６７４名をピークに平成１８年度は３１８名となってお

り、約５３％の人数が減少しています。  

  すでに、白老町小中学校適正配置基本計画において、小学校については、各地区に１校の配置

の考えから、事実上の白老小学校と緑丘小学校の統合が必要とされていますが、こうした児童

数・学級数の減少を考えるとき、ピーク時における学校増設や増築による学級数の確保とは逆に、

適正な規模と配置に改めるべきであると考えます。  

  適正な学校規模については、必ずしも理論的な裏付けはありませんが、１学年が１学級で構成

され、クラス替えもなく、固定した人間関係が６年間続くことは子どもたちにとって多様な人間

関係を築く機会もなく、好ましい教育環境とは言えないと考えます。  

  そのため、先に述べたとおり、今後さらに進む少子化における児童数の減少、学級編成の問題、

学校適正規模の問題、教育面での問題を改善していくためには、全町的な視点で基本計画の見直

しの必要があります。  

４ 図書館併設について 

  白老地区小学校適正配置検討委員会からは、『児童一人ひとりが豊な人間性を身につけ、自ら

学び考える「生きる力」を育成するには、読書活動が不可欠である。そうした資質や能力を育て

る中核的な役割を果たすのが図書館であり、町立図書館を併設して教育環境の向上を図るもので

ある。』とする答申を受けています。  

  町立図書館の充実は、教育行政の推進において、欠くことのできない施設として、整備方法等

を検討してきました。そのため、町の財政状況と、町民の利用状況を斟酌し、中央公民館からの

移設新築、増改築を図ってきています。  

  現状の図書館施設では町民の読書活動の推進を図るため、休館日の縮小、夜間開館、ブックス

タート事業、読み聞かせボランティア活動の支援をいただくなど、施設面での不足を、ソフト面

のサービスを補足・充実し、可能な限り対応しています。  

  また、現在の学校図書館の取組み状況は、子ども読書活動推進計画に基づき、平成１７年度か

ら選任の学校図書館司書を１名配置し、各学校を巡回して学校図書館の利用活性化を図っていま

す。土曜日、夏休み・冬休みの期間には、学校図書館司書を町立図書館に配置し、子どもたちの

読書に関する指導・相談を実施しています。さらに、各学校の蔵書と合わせて検索できるシステ

ムを構築しており、今後、各学校間の貸出流通システムを整備する考えです。 

  このように町立図書館と学校図書館は連携を図り、限られた施設及び図書の有効利用を進めて

いますが、全町民を対象とする町立図書館の充実については、本町図書館機能の中枢を担う施設

として、建設場所、建設規模、建設財源を検討し、どのような図書館施説を町民が希望している

のかを含めて、十分な検討と調整が必要と考えます。  

  また、図書館建設には、約９億円程度の建設費が必要であり、緊急な課題である学校整備から
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先ず取組むべきであると考えるものであり、図書館併設については、分離して検討することとし

ます。 

５ 統合小学校の整備方法等について  

（１） 統合整備案について 

  小学校の整備方法、建設費用、インフラ整備等について、ＰＦＩ方式での実施を含めて、現

在考え得る案を下に検討を行いました。  

  検討案の内容は、白老小統合新設案―４案、緑丘小統合改修案－３案、白老小単独改修案－

２案、その他２案の１１案、さらに、統合する場合の交通安全対策が重要となることから跨線

橋の改築の外、通学路の安全確保も含めた安全対策の整備方法等を検討しました。  

  この検討の中で、「３ 統合について」で述べたとおり、少子化に対応した整備方法、現実

的な整備手法として、７つの統合案を下に検討し、さらに、図書館は別に検討すべきものとし

たことから、併設案を除外した次の５案に絞込みました。  

① 白老小学校統合新設（図書館なし、直営事業）案  

② 白老小学校統合新設（図書館なし、ＰＦＩ事業）案  

③ 緑丘小学校統合大規模改修・増築整備案  

④ 緑丘小学校統合改修・増築整備案  

⑤ 緑丘小学校統合改修・児童クラブ増築整備案  

（２） 財政状況を踏まえた整備方針の決定  

  前記のとおり、最終５案に絞り、事業実施における財政負担を次ぎのとおり検討しました。 

① 単年度の財政負担の低減  

② 起債（借入金）の発行と地方交付税で負担される額の比較  

③ 起債対象外の一般財源の額の比較  

④ 実質的な町負担額の比較  

⑤ 年平均償還額 

その結果、次のとおりとなります。  

小学校建設費試算                       単位 千円 

 ①白老小統合

新設（直営） 

②白老小統合

新設（ＰＦＩ） 

③緑丘小統合

大規模改修 

④緑丘小統合

改修 

⑤緑丘小統合

改修・児童クラ

ブ増築 

総事業費 2，082，023 1，885，820 1，014，104 603，246 530，054 

補助金   658，800    658，800   257，284    94，920    80，000 

起債（借入金）   735，600  1，215，020   317，400   133，200 117，200 

一般財源   687，623    12，000   439，420   375，126   332，854 

実質町負担額  1，083，363 1，100，771   631，921   478，108   428，060 

年平均償還額    15，830    43，551    7，700    4，119    3，808 
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 上記のとおり，5 案のうち，白老小学校統合新設案の①案と②案は、実質町負担額が１０億円超

えます。また、実質町負担額が最小なのは、⑤緑丘小学校改修・児童クラブ増築案で、４２８，０

００，０００円、必要となります。  

 本町の財政は非常に厳しい状況であり、単年度の各事業における一般財源枠の総額が３００，０

００，０００円程度である中、今回の各実施案では、単年度の持ち出しが、３００，０００，００

０円から６００，０００，０００円になること（ＰＦＩによる実施を除く。）から、  

① 今後、計画的に事業財源を積立てることが可能な規模であること  

② 現在ある教育資源（学校施設）で、活用可能なもの（既設の改修で使用できるもの）は最大

限活用を図る必要があること 

③ 可能な限り計画を早期に実施するためには財源負担の最も少ない方法によること  

３つの視点で判断した結果、内部検討会議では、これらの建設費試算から､最も実質財政負担

が少ない⑤の緑丘小学校改修・児童クラブ増築案を実現可能な具体案として報告がありまし

た。 

白老小学校と緑丘小学校の校舎建設年度  

学校名 区分 建設年 構造 延べ床面積㎡ 備  考 

校舎 S２９～S５３ Ｒ、Ｗ ３，９１５ 白老小 

屋体 S３４ Ｓ    ８０７ 

最も古い部分で５１年経過 

校舎 S４７．５２．５６ Ｒ ４，０６０ 緑丘小 

屋体 S４９ Ｓ ９３０ 

耐震調査の結果を必要とする

が、改築可能。 

 

Ⅳ 今後の取組み方針  

   平成１７年８月に設置した職員による内部検討会議は、「白老町小中学校適正配置基本計画

及び白老地区小学校適正配置についての答申」内容を尊重しつつ、教育効果の向上や教育環境

の整備を念頭に置き、財政状況など総合的な判断の中で慎重に検討を進め、その方針（案）を

まとめてきました。 

   しかし、この検討結果において  

  １ 検討の基礎となる児童数の減少が更に進行しており、今後も社会増の大きな要因がない限

り、この減少傾向が進む状況にあること  

  ２ 特に、小学校において､１学年２０名以下の学級編成や複式学級という小規模校がもたら

す教育効果への影響も危惧され、教育上の環境改善に緊急度は非常に高いこと 

  ３ 中学校においても、１学年が２０名以下の学級編成・全学年の生徒数が５０名前後で、特

に部活動をはじめ集団活動に支障をきたすなど、教育上の環境改善の緊急度は非常に高いこ

と 

  以上のように、少子化が教育に及ぼす影響は､将来に向かい教育上の大きな課題として確認さ  

れました。 

これらの状況を教育委員会として審議した結果、小学校については、白老地区だけでなく全町
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的な視点に他って､今回の検討結果も十分踏まえ､さらに熟慮した議論を深めていくことが不可

決と判断断したところであります。  

このことから、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」に明記されて

いる「小学校は各地区１校が望ましい」を見直し、少子化が進行する中で白老町の学校教育の進

むベき方向性を示し、早期にその方針を具体化することとします。 

また、中学校については、適正配置基本計画の町内２校の配置に基づき、関係者等との協議を

開始し、統合等の具体的な取組みを早期に開始します。 

なお、小中学校の適正配置の具体的な審議及び取組みに関しては、保護者や地域住民の考え方

も十分取り入れて進めることにします。  

最後に、白老小学校につきましては、老朽化に対応するため教育活動に支障を来たさないよう、

当面、維持補修を進めてまいります。  

資料の１、別様の資料をご覧いただきたいと思いますが、平成２４年度の児童・生徒の推計を、

これは平成１８年３月３１日の住民基本台帳を基にして推計をしております。 

小学校につきましては、今年３月３１日までに生まれた０歳の子どもが、平成２４年に小学校１

年生になるということでございます。１８年度に比較しまして２５０名が減少するということにな

ります。 

中学校につきましては、同じく２４年度の推計ですが、１８年度と比較して４４名減少すると。

更に、その３年後、中学校の場合２７年度、１８年度と比較しますと、１１３人減少すると、この

ようになっております。  

説明につきましては以上でございます。  

○委員長（及川 保君） はい、ありがとうございました。それでは、暫時休憩します。１１時再

開いたします。 

 

休   憩 （午前１０時４７分）  

 

再   開 （午前１１時０１分）  

 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて委員会を再開します。  

今、教育委員会のほうから説明をいただきました。これを踏まえまして、今日は特に、町長にも

出席をいただいております。委員の皆さんから、何か意見、質疑がありましたら受けたいと思いま

す。はい、加藤委員。  

○委員（加藤正恭君）  何点か、質問したいのですが、今日この資料が配付されました。非常に重

要な問題だと思うのですが、できうれば、こういう資料を今日、当日配付ではなくて、何日か前に

配付して、前もって委員さんにいろいろ検討してもらうと。自分なりに検討するような方策を、今

後講じてもらいたいとお願いしておきます。それについてはいかがでございますか。  

○委員長（及川 保君） はい、山崎教育長。 
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○教育長（山崎宏一君）  今加藤委員のほうから、そのとおりだというふうに認識してございます

が、このことについては、いろいろ教育委員会の会議を通す時間も必要だったものですから、結果

的に当日配付ということになりました。それについては深くお詫びを申し上げたいと思います。  

今後もそういうことがないように、早目、早目に事前に配布をしていくということに心がけてい

きたいと考えております。 

○委員長（及川 保君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） それでは、早速質問に入りたいと思うのですが、いろいろ説明を伺って、

結局は⑤の緑丘小学校統合改修・児童クラブ増築整備案に教育委員会としては決めたいという方針

を出されたわけですが、私も良い結果だなと思います。できるだけ早くこういうものに取組んでい

ただきたいのですが、その前に、１５年２月に町民１５名による検討委員会というものが、１２回

の検討委員会を開いて出された答申は、これと違っておるわけなんですね。  

 それで、その方々の考え方というのは、ある意味では、町民の民意といいますか、民意であると

理解するとすれば、確かに４年なりの時間の経過があり、またこの答申は、前町長時代の答申でも

あったというようなこと。社会情勢も大分変わってきているし、我々白老町の財政も、４年経って

非常に変わってきているというようなことを考えると、この結果は、私は非常によい結果だなと、

結論だなというふうに思いますが、この検討委員会の方々に対しての説明、実は答申と違ってこう

いうふうになりましたというのは、いろんな理由があるのでしょうけれども、大きなウエイトは財

政問題ではなかったのかなという気がしてならないのですが、当時の取り組み方としては、この財

政問題も検討委員会の中でしていたのかどうか、その辺りをお聞きしたいと思うのですが、いかが

でございましょう。当時のことですが。  

○委員長（及川 保君） はい、飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  前ではなく、元町長に答申したということですね。今回の結論を皆さんに

お出しする前に、実は当時の検討委員会の委員長さんと副委員長さんとも、教育長を交えて協議さ

せていただきました。  

結論から言いますと、当時は当時として出した決論なので、お二人の今の立場からいうと、今の

総合的な、町の置かれている状況、急激な少子化の進行から見ると、それはそれで、「今我々のほ

うから出した基本的な考え方は間違っていないのではないか」という話しもしております。それは、

検討委員会の委員長さんと副委員長さんから言われました。  

 ただ、お二人から言われたのは、当時も果たして財政事情が大丈夫なのかということを、町に対

して何度か申し入れたという事実がございます。町のほうから、「お金のことは考えなくてもよい。

理想の学校のあるべき姿を考えていただきたい」ということを、町のほうから途中で発信している

という事実があります。  

 そういうことで、検討委員会の委員長さんと副委員長さんは、理解できたとは思うのですが、当

時一生懸命知恵を絞られてきたご父兄の皆さんは、最初、教育委員会のほうから投げかけられたも

のの、財政事情からいってどうなんだということと、緑丘小がまだ使えるのではないかということ

も父兄のほうから出て、町のほうへ聞きに行ったやに、これは事実として聞いております。 
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 そういう中で、「お金のことは考えなくてもよいのです。理想の学校のあるべき姿を考えてくだ

さい。」ということでやったという経緯から、当時の父兄さんも、近々学校が改築されるのではな

いかということをお考えになっている大半の父兄方がいると。困ったなと思っています。そのこと

に当たっては、私も含めて、教育長と、父兄の皆さんにもきちんと説明責任を果たさなければなら

ないのかなと思っております。経過としては以上でございます。  

○委員長（及川 保君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  当時は、財政のことはあまり考えなくてもいいというふうに、検討委員会

の方々には申し上げたという経過があるというお話しでございますが、当然、１億円や２億円のお

金ではなくて、何１０億円のお金ですからね。当然財政のことは考えなければならないし、お金と

いうものは有効に使うと。有効活用して生きてくるわけで、やはり使えるものは使うような方向で

やるということになれば、当然、緑丘小学校のほうへ行くというふうな結論になると思うのですが、

それで、検討委員会のほうに、町民で作られた１５人の方々への説明といいますか、こういう経過

になった場合に、財政の問題が相当ウエイトを置くのではないかと思うのですが、そのときに、先

ほどの町長の言葉ではないけれども、当時は財政のことはあまり頭に置かなくてもいいよと。理想

的なものを考えないさいといわれたということとの整合性は、どういうふうに取るつもりでござい

ますか。その辺りが、残された非常に難しい問題だろうと思うのですけれども。  

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  私もそのことについて、いろいろ考えていたのですが、本来であれば基金

を積むということがあって、普通の、行政のやり方であれば、基金を一定規模積んで、その適正配

置なりを計画的に進めるというのが、本来の行政のやるべき姿かなと思っています。  

 ただ、当時は、そのための基金は一切積んでいなかったということから、これ、実は父兄のほう

からも言われまして、「基金を積んでいなかったということはどういうことなのか」ということを

実は、私個別に当時のＰＴＡの方とも話ししたのですが、そういうことも厳しく言われた事実がご

ざいます。私が町長になってからですね。 

 ただ、今の財政事情から考えるとですね、なかなか厳しい状況でございますので、当時出した検

討委員会の結論については、できないと。 

ただ、今回、町の中で昨年の８月からプロジェクトができ、皆さんで知恵を絞りながら議論させ

ていただいたのですが、その経過を見ますと、適正配置の議論をすればするほど、緑小と白小のこ

とではないなと。ようするに、社台だとか、竹浦だとか、虎杖浜も含めて、議論を深めれば深める

ほど、そちらが先行すべきではないかと。これが先ず小学校ですね。  

それよりもまだ急ぐ、中学校ですね。今、３校でクラブ活動をやっております。そういう現実を

踏まえたときにどうなんだろうという、やはり議論になってくるわけですね。 

ここまで来るには、助役、教育長含めて、かなりの議論をしましたが、我々は当たり前のあるべ

き姿を、先ず白にして、現状を踏まえてどうなんだといういうことを、今回議論をしていただきま

して、この適正配置の報告になったということでございます。  

○委員長（及川 保君） 加藤委員。 
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○委員（加藤正恭君）  分かりました。大体分かってきました。  

それからですね、この１９ページの小学校建設費試算表、これ④と⑤、この違いが私ちょっと分

からないのですが、⑤のほうは、プラス児童クラブ増築と載っていますね。④の方は、ただ改築だ

けですね、④と⑤が逆になるのではないのかなと、単純に思うのだけれども、緑丘小学校の統合改

修までは同じだとすれば、プラス児童クラブ増築と。ところが逆に児童クラブを増築することによ

って、７０，０００，０００円くらい建設の金額が下がっているというのは、理由はなんですか。

総事業費でですね。それをお聞きしたいと思います。  

○委員長（及川 保君） はい、目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君）  ④につきましてはですね、普通教室を３教室分増築する考えなん

です。構造は鉄筋コンクリート造で試算しております。面積が３８８㎡。それから⑤につきまして

は、約４００㎡で児童クラブと普通教室を見ております。構造は鉄骨造、プレハブ構造みたいな形

でみておりますので、その分事業費が安くなっていると。こういう形になります。  

 この④についても、児童クラブが入っております。表現として児童クラブという形で。構造上は

④が鉄筋コンクリート造、⑤については簡易的な鉄骨造というか、プレハブ構造的な形でみており

ますので、そこで㎡当りの単価が違ってきますので。  

○委員長（及川 保君） 良いですか、わかりました。加藤委員。  

○委員（加藤正恭君）  我々専門ではないから分からないのだけれど、いいです。  

 鉄骨のために３教室を増するんだというのが④だと。ところが⑤になりますと、鉄骨３教室では

なくて簡易鉄骨でやるので、㎡数は多くなるけれども単価的に安くなると。こういう説明ですね。

はい分かりました。 

○委員長（及川 保君） 他に。はい、鈴木委員。  

○委員（鈴木宏征君）  町長の話しの確認なんですが、答申をいただいた小学校については、各地

区に１校という答申がありまして、もう一度さらにしてですね、それをもう一度考え直すというこ

とは、各地区に１校ではなくて、中学校みたく、極端にいえば白老に２校とかですね。そういう形

の検討という、そういうふうに考えてよろしいのかどうか。  

○委員長（及川 保君） はい、山崎教育長。 

○教育長（山崎宏一君）  ご指摘のとおり、今基本計画というのを持っておりますけれども、これ

を見直すということなものですから、作業としては教育委員会ということになります。  

 当然、その経過の中で、町側との連携というのも必要になると思いますけれども、小学校につい

ては各地区１校ということで、先ほど来から説明しておりますとおり、各地区１校ずつというのが

基本計画にございます。これを今回の白小、緑小、白老地区のことも検討して、また全体的な推移

も検討してまいりました。その結果、この基本計画を見直すということでございますので、結果的

に各地区に１校というのは、それを検討するわけですから、それが全町的に３校になるのか、４校

になるのか､これから正に検討していかなければならないという状況にございます。  

○委員長（及川 保君） はい、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君）  結果としては、そういうふうになるかもしれないというふうなとらえかた
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でよろしいのですね。はい、分かりました。  

○委員長（及川 保君） はい、飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 今の教育長の補足なのですが、ただですね、それをするにあったっては、

財源ももちろんなのですが、一番先に考えなければならないのは、子ども中心に考えた場合に、各

地域１校が良いのか、２校が良いのか。  

スタンスとしては、子ども中心の、教育中心。子どもが将来大人になっていくために、大人の勉

強をする、学校教育もそうですが、そのためには、どういう環境、どういうクラス編成が一番適正

なのかということを前提に、その辺を決めていくとご理解いただきたいと思います。  

○委員長（及川 保君） 鈴木委員よろしいですか。 

○委員（鈴木宏征君）  はい、分かりました。  

○委員長（及川 保君） 他に。はい、加藤委員。  

○委員（加藤正恭君）  協働のまちづくり、非常によい言葉ですし、町民が参加していろんな立案

をして、それを答申という形で町が受け、我々も議論をするというのも、この統合の問題が遅れた

というのも、私１つそういう面があるのではないのかなと。町民の意思を聞けば、エゴというのが

やはりどうしても出ますので、我が田に水を引くではないけれども、どうしても自分たちの近所。

遠く離れるのは嫌だというエゴが必ず出てくるものなのですが、教育というのはやはりそういう狭

い見地ではなくて、大きな見地から見て、白老町という全体の中で見て、将来的には子どもたちは

進学して苫小牧なり、室蘭なりへ進学するわけなんですね。井の中の蛙であってはならないという

基本的なものから考えれば、財政の問題も含めて、ある程度、町民の意見は意見として参考にしな

がらも、町理事者が全リーダーシップを握ってもらうという時点が、今までこの問題については特

に不足していたのではないのかな。  

実際、答申してからまだ４年だとはいうけれども、１０年も前から統合の問題は話しとしてはあ

ったんですよね。それがなかなか、このように延びてきたということのは、学校に通う子どもたち

にとって非常に不幸なわけですよ。そういう面から見ますとですね、環境が整っていないわけです

から。そういうことは、中学校の問題にも言えることかと思うのだけれども、もう少し強くリーダ

ーシップを握って、町民の意見は意見として聞くという耳は常に持ちながら、やはり決断する時は、

すっとするというふうな姿勢というのが、町の理事者には強く求めておきたいと思うのですけれど

も、その点はいかがでございますか。  

○委員長（及川 保君） はい、飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  これもですね、私も当時行革を担当したことがございます。 

 加藤委員がおっしゃるように１０年前から、行革で議論されて、今までいろんな課題があったも

のですから、これも行革の大きな課題の一つで、今日まで来たわけなんですが、はっきり言いまし

てですね、こういうことを町民に投げかける前に、本来であると町理事者が確たる基本的な考えを

持つべきだと。それと、町民に、例えば白小、緑小、両校の父兄に議論をしなさいといっても、加

藤委員がおっしゃるとおり、小学校１年生は自分の身体よりも大きなランドセルを背負って歩くわ

けですから、自分の子どもなるべく遠くへ通わせたくないという心理が働くのは当たり前なのです
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ね。 

 それを、要するに、教育というのは子ども将来のためには、例えば一定規模の、少なくても小学

校１年生から６年生まで同じクラス編成でいくべきではないのだと。子どもためには決して良いこ

とではないのだと。良いこともあるでしょうけれどもね。社会性だとかいろんな部分があります。

そういうことを事前に伝えた上で、皆さんで議論をしてくださいと。たまたま、規模が極端に違う

学校であれば、ある程度の結論は出るのですが、方や一番古い学校、ただ人数は若干少ない。こち

らは大きいとか。そういう中で両方のエゴとは言いませんが、心理的に働くのは当然予測がついた

と思います。 

 町側で方針を出さないまま、両方の父兄さんに議論をさせたというのは、私は反省すべき点かな

と思っております。以上です。 

○委員長（及川 保君） はい、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君）  今の加藤委員の話しが出たので、ここでそういう話しをする場所かなと思

ったので、言わなかったのですが、やっぱりこういう問題を提起したときに、白紙でというのか、

話しを聞くというのはどうなのかなというのはずっと思っていました。  

 それは、今そういう部分で答申を受けた、いろんな部分で行き詰まっている部分については、そ

ういう部分が多いと思います。寿幸園とか病院とか、いろんな部分でなかなか、今行政でやろうと

した部分と、考えて今検討した結果とですね、答申出された部分との違いというのが非常に、やっ

てみようとしたときに、初めて行政で検討するわけですから、その検討の結果として答申された部

分が、なかなかその通りには行かないと言う部分が、いろんなところに出てきているんだと思うん

ですよ。 

それが、加藤委員がおっしゃったように、やっぱり町としてどうあるべきかということを、財政

の面から、まちづくりの都市計画の面から、いろいろな面から考えて、ひとつの、ある程度の考え

方というのを示しながら、こういうふうに町として、こういうことにあるから、そういう方向で行

きたいのだけれども、どうだというような形で、誘導していかなければ、町民にまるきり白紙で出

して検討してみて下さいと言う話しが、そのまま行けばいいのですが、このような話しになったと

きに、非常に１回答申として出されますと、町民がその答申の内容をみんな知ってしまいますから、

それを覆すというのは非常な労力だと思うのですよ。  

ですから、今後これからの話しですから、今までの話しをとやかく言っても始まらない話しで、

今後は、ある程度町として、何かを町民に聞く場合は、そういう町の理事者の考え方、町の考え方

というのをきちんと示した中で聞いていかないと、こういうことになっていくのかなと思いますの

で、加藤委員と私と同じ意見なんですが、是非、この今進める中で、町のほうの考え方というもの

をきちんと持って、それを町民の方に示しながらお話しをしていくという事が大事かなと思います

ので、是非、町長も今そういうお話しもしておりましたので、私も同じ意見としてお話しさせてい

ただきたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、山本副委員長。  

○副委員長（山本浩平君）  もう１枚の資料の点からなのですけれども、小学生の場合、平成２４
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年の全町児童数が７８１名と、中学生は平成２４年で全町で４８７名。平成２７年で４１８名とい

う、このような推計の数字が出ております。  

今後の取組み方針の中で、小学校につきましては、十分議論を深めていて、何校が適切なのか検

討してきてというお話しですけれども、中学校に関しましては、町内２校の配置に基づきというこ

とで、はっきり２校ということでうたってあるのですけれども、私は子どもの教育を中心に考え、

２番目に今の厳しい財政のことも当然考慮しなければならないと思うのですよ。  

そういう中で、仮に中学校２校にしたとしてもですね、おそらく徒歩で通えるような状況にはな

らないと思うのです。人数を考えた場合に、もしかしたら選択肢のひとつとして、２校でなくて中

学校は１校にしようかと。そうすれば財政の面もいろいろと考慮できる部分もあるのではないのか

なというふうにも感じるのですけれども、この辺町内中学校２校ということで、はっきり今後の検

討としてもうたっているのですけれども、どうしても２校でなければだめな理由等があればお聞か

せ願いたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） ２７年度の町内全中学校の生徒数を見ていただきたいと思うので

すが、この数でいきますと１年生から３年生まで４学級ずつになるんですね。これでいきますと、

例えば白老中学校、萩野中学校を見た場合、教室が足りないという部分があります。教室が不足し

ておりますので、増築しなければならないという、こういう事実がありますので、ちょっと１つに

まとめるのは、今は無理な時期かなと。  

ただ、これ以降は、場合によっては町内１校ということも考えられますが、おそらくこの１８年

３月３１日までに生まれた０歳の子どもたちが、平成３０年までで、大体中学校１年生くらいにな

るのですが、これをトータルしても、おそらく４つの学級が必要ではないかなとこのように考えて

おります。 

○委員長（及川 保君） はい、山本副委員長。  

○副委員長（山本浩平君）  そういうことは、確認なんですけれども、中学校に関してはあくまで

も既存のもの、校舎を使うと、こういう基本的な考え方ということでよろしいですか。  

○委員長（及川 保君） はい、山崎教育長。 

○教育長（山崎宏一君）  今のところ、基本的には２校でという考えの中で進めていくわけでござ

いますけれども、将来、今課長が話したように、更に激減していくという状況にもあります。  

 当面、基本的な考えとしては、今言ったようなことで、先ほど来から町長がいっているように、

教育環境の改善というのが第１でございます。その次に来るのが、やはり今の財政問題は避けて通

れない部分というのが現実にございますので、そういうことも加味しながら考えたときに、新たな、

新しい中学校を建設してということには、なかなか現状況ではなりにくい部分が大きいものですか

ら、そういうことも含めて２校という形で進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） 他ありませんか。私のほうから２、３点お伺いしたいと思います。  

私も各委員の皆さんから、今回の説明を理解されたような意見が出されておりました。全くその

とおりこの結果尊重したいなと思います。 
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ただ、２、３点感じますのは、民間の皆さんの大変な努力によって検討、答申されたわけですけ

れども、その経過なども、今町長の説明もありましたし、理解はしたのですけれども、それからか

なり経過をたどっているわけですね。  

今後、こうしたいのだという説明はあったのですが、これがまた、非常にだらだらといってしま

うのではないかという危惧が、一つ実は持っているのです。その考え方を１つお聞きしたいこと。

先ず１点ですね。 

それと、この中学校の適正配置については、町の答申も含めて町内２校ということで示されてい

るのですけれども、議会としても、今までの議会側の意見としても、私もそうなんですが、この中

学校の適正配置は同時並行して進めるべきではないかと。小学校の適正配置の答申がされた時点で

も、こういう意見があったんですね。私もその通りだと思っていたんです。この常任委員会でも、

各学校の視察をしまして、父兄の皆さんからも意見を聞いております。そのときに、多く出されて

いたのが、クラブ活動もままならない状況、現実があったんですね。そういうことも踏まえて、同

時並行すべきではないかと、早くやらなければいけないのは中学校の部分も同じではないかという

考えを持っていたんです。 

今回、こういう計画がでまして、説明がありましたけれども、本当にこのことを実行していける

のかという、今副委員長の意見でもありましたけれども、こっちのほうも大きな課題ではないかと

いうふうに考えているんですね。この２点について、教育委員会の考えを聞きたいなと思います。 

はい、山崎教育長。 

○教育長（山崎宏一君） 今のお話しは、今後の進め方ということでとらえました。  

分けてお話しさせていただきますと、ここの２０ページに２番のところに、ここは小学校の部分

ですね。これは言葉上緊急を要すると。  

３番目の中学校のについては、緊急度は非常に高いという表現をさせていただいております。従

いまして、もちろん小学校についてはこれからの基本計画の見直しも含めてございますけれども、

第１に中学校を先ず進めていくという基本的な考えでございます。だらだらいかないようにという

お話しだったというふうに、今理解してございますけれども、中学校についてはですね、基本的に、

さっき副委員長のほうから話がありましたとおり、２校というのを原則的に考えて、これから取組

むわけでございますけれども、中学校については、目標年度として平成２１から２２年度に開校と

いう言葉がいいかどうか分かりませんけれども、統合させるという基本的な考えがございます。  

それと小学校につきましては、今回、白小・緑小のいろんな検証もした結果、これについても先

ほど来から話が出ているように、社台から虎杖浜まで全地域を各地区１校ということも含めて、全

部見直していくわけでございますけれども、これについても時間的には中学校が終わってからの開

校ということになるというふうに考えてございますが、ただ、いろんなこれからの対応というので

しょうか、進めるのは中学校とある程度並行して考えていきますが、結果的には中学校が先に、そ

の後に小学校ということになります。  

ですから、いろんな検討は当然並行してやっていかなければ、なかなか期限も明確にできない部

分もございますので、当然並行してやっていきたいというふうに考えています。  
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○委員長（及川 保君） 中学校については２１、２２年度を目標にということで説明がありまし

た。このことについても、先ほど述べたように緊急性が高いということは、皆さん分かっているこ

となんですね。その方針を出す前に、当然、地元の人たちへのきちんとした説明もしなければいけ

ないのでしょうし、２１、２２年度ということになるとあと数年なわけですよね。精力的にやらな

ければ、この目標年次も変わってくるということも当然でてくるわけですし、そうすると、初めて

答申が出されて、諮問して答申が出された。どんどん月日が経って１０年経ってしまうわけですよ

ね。そういうようなことにならないように、住民への説明ももちろんですし、更に先ほども説明の

中にもありましたけれども、適正配置を進めていくということにあたっては、当然子供たちの通学

距離も長くなりますよね。そういったことも十分に、住民との説明をする上では、きちんと内部の

方針を固めて、説明できるようなものに、このスケジュール通りにいけるような覚悟でやっていた

だきたいものだなというふうに思うのですが。町長いかがですか。はい、飴谷町長。  

○町長（飴谷長藏君）  先ほど申し上げたのですが、平成２１、２２年。教育長のほうからも申し

上げたのですが、その通り進めたいと思っています。ただ、地域への投げかけ方だと思うのですね、

こういう方針で進めたいと。子ども中心に考えるとこうなんですというのと。地域にそのまま、平

成２１年か２２年までの間に考えていますと。地域で、父兄が集まって考えてくださいと。これは

全然違うんですね。プロの方もいらっしゃると思うのですが、教育論についてはほとんどは、プロ

を自負している方もいらっしゃるかと思いますが、そういう人たちを全員集めてどちらがいいかと

いうのは、これはちょっと乱暴なやり方かと思っています。  

 ですから、あるべき姿を、できる限り理想に近づけていくためには、現状と実態とあるべき姿の

方向性をきちんと、地域、そしてＰＴＡ父兄の方に、理解していただいて、「だから我々はこうい

う方針を出したのです。」というやり方が一番正しいのかなと思っております。 

 また、地域にとっては、この当時の基本計画もそうなのですが、学校があるほうが絶対に良いに

決まっているんですね。ですけれど、それを超えて、「子どもを中心に考えた場合どうなんですか」

ということになった場合、地域の人もきちんと理解してくれると思うのです。 

 地域先行すべきではなく、先ず子どもの教育を先行すべきであって、地域として地域に対してい

かに配慮できるかということを考えればいいのであって、地域を先行すると、何がなんだか分から

なくなりますので、その辺は当然我々も考えながら進めたいと思っています。 

 また、もうひとつは、これも過去の反省なんですが、教育委員会で決まったものを、我々町側は

予算の確保と、時期的なものを検討すれば良いだけであって、町側があまり教育委員会に対して、

「いつやる」とか「考えないでやれ」とか、そういうことはいうべきではないのではないかと。出

て来たものを真摯に受け止めて、予算の確保に知恵を絞りながら、何とか教育委員会から出てきた

ものを、成し遂げるというものが我々のやりかたかなと思っています。  

 ですから、その辺のスタンスも変えなければないと、反省のひとつと思っています。以上です。 

○委員長（及川 保君） はい、山崎教育長。 

○教育長（山崎宏一君）  教育委員会の立場でということでお話しを。基本的には、今町長がおっ

しゃったようなことが基本であります。ですから、教育委員会としましても教育委員会という組織
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がございますので、そこといかに時期的な部分、また先ほど来から出ています教育環境、どうある

べきかというものだとか、当然財政問題も避けて通れませんので、やはり地域に投げかける場合、

また教育委員会でも議論をする場合、そういうようないろいろな基本的な考え、これを先ずちゃん

とした考えをもって、教育委員会、そして地域に出していかなければ、言い方が失礼ですが、前回

のようなことにもなりかねません。  

 これからは、当然教育委員会、町側も当然必要でありますけれども、そういう形の中で、地域住

民、いろんな委員会という形式的なものも必要になってくる場合もあると思いますけれども、それ

らも十分考慮しながら進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） 他、はい加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  今明らかになったのは、ちょっと、もう少し早まらないのかなという気が

するのですよ。これは事務的な手続がいろいろ必要なんでしょうね。  

 それから、町民説明も当然必要でしょう。ですけれど、ネックなのは財政問題なんですかね。そ

の辺りが分からない。中学校が３年後ですよ。小学校はそのあとですね。２１年とすれば、小学校

は２２年から、中学校は２１年からというような感じになるのだけれど。３年後、４年後にという

のはちょっと遅いのではない。もう少し早く、短縮できませんか。 

 小学校も、中学校もさ。今１８年でしょ。２１年は３年後でしょ、中学校。小学校はその後だと

言うから、２２年になるでしょ。小学校の場合４年後になるわけでしょ。ちょっと長いような気が

するんだ。もう少し短くできませんか。財政の問題があると言われれば、ある程度止むを得ないの

かもしれませんけれども、その辺りどうなんですか。  

 住民の合意なんていうものを、１年も２年もかけなくても良いでしょ。どんなもんですか。事務

手続に２年かかるというのならこれはしようがないよ。だけれどもそうでなければ、もう１年くら

い短くできるのではないかなと。子どものことを中心に学校教育の環境ということを考えたら、１

年でも早いほうが非常に喜ばれると私は思うのです。  

 結論が先に出ているわけですから。それを早くするか遅くするかの、今議論をしているわけなん

ですけれども、もう少し１年でも早くしてあげるべきではないかとおもうのですけれども、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）  今おっしゃることは、お話しとしては十分理解はできます。確かにそう

いうことでございますけれども、これから、やはり４つ中学校あるわけですけれども、その中でど

ういう内容、どういう対応、どういう地域住民への説明、または、今言葉は適当ではありませんけ

れども、行政主導のというお話しも、場合によっては必要な部分は、私もそういうことは必要かな

と思いますけれども、ただ、これは地域住民の方々が、子供のことでございますので、関係者が、

いろんな地域の方々の関心ごとでもございます。その辺、先ほど来から言っておりますとおり、や

はり何らかの形で地域へおろしていくということも含めて、やはり時間を要すというのは認識して

いるものですから、そういうことで、今おっしゃることは十分分かりますけれども、そういう部分

に時間も費やす必要があるだろうという判断の中で、先ほど来から言っておりますとおり、目標年
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度として２１～２２年度に設定をし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。 

○委員（加藤正恭君）  しつこいようですけれども、精力的に地域住民に説得するということであ

れば、私は１年あれば十分だと思うんですよ。説得するのにですよ。だらだらだらだらやったって

同じですよ。ですからもう大体、私ども分かっていますから。  

 ですから、地域住民といったって、竹浦・虎杖浜の人方を説得するだけでしょうが、はっきりい

ってさ。白老まで来て説得する必要ないんだから。はっきり言ったらそうなんですよ。萩野の人ま

で説得する必要はないわけですから。竹浦・虎杖浜の人方を説得なんだもの、１年もあれば十分じ

ゃないですか。その辺りもう少し早くね、子どものことを中心に考えた場合、そういうことが僕は

必要だなという気がするものですから。  

○委員長（及川 保君） 山崎教育長。 

○教育長（山崎宏一君）  もちろん話していることは十分理解でしますし、潜入観念で竹浦・虎杖

浜だけに話しすればと、そういうことのお話しですけれども、そういうことも、こういう委員会の

中ではなかなか、今の時点では教育委員会の立場としては、表面切っていえない部分もございます

ので、全部の地域ということにはならないでしょうけれども、少なくても大半の地域の方々の、地

域住民方々にご理解いただくということが、避けて通れない部分がございますので、ですから、少

し時間をいただいて、その辺ＰＴＡの皆さんも十分ご認識をしていただくという部分に時間を費や

すという部分を考えてございます。  

 そんなことから、早くて２１年、２２年ということで考えております。  

 今おっしゃったようなことで、当然、教育委員会としても精力的に取組んでいくという覚悟では

ございます。ですから、従って小学校についてもですね、今回、緑小・白小の白老地区の検証をし

ました。その中で一定の方向性というのが数字的にも出ておりますので、これについても中学校と

並行しては進めますが、そんなに時間を要するということにはならないのかなと。  

 しかし、先行したいのは中学校ということで、今の時点ではその後何年後に小学校をやりますと

いうことは、今の段階では差し控えさせていただきたいというふうに考えております。  

○委員長（及川 保君） はい、目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） まだ見えていない部分がるのです。学校がなくなるということと、

統合するということは、先ず人事が絡んでくるんですね。これの関係を、廃校する場合、１年前で

道に申請する形なんですが、時期が人事と絡んで、何カ月前に報告すれば良いのか、その辺がまだ

見えていない部分があるのです。それと、学校としても、統合する学校としての準備がどれだけ必

要なのか、この部分も考えておかなければいけないんですね。ある程度住民と理解が得られて、い

つまでやると、こういうふうな決めたときに、それから出発するものですから、ある程度余裕を見

ておかないと、いろいろと学校としても困るし、子どもたちも困るし、保護者も困ると。その部分

の準備期間というのはやっぱりある程度必要だろうと。こういうふうには考えています。その期間

も含めて、大体３年くらいというふうには考えています。  

ただ、できれば、私どもは２年くらいでやってしまいたいなと思うのですが、ちょっと厳しいか
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なと思っています。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか、はい加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  物理的にいろんなことが絡んでの３年だという説明であれば、これはいい

んですよ。ですけれども、そういうものはすべて並行してやるわけでしょ。これが終わったらこれ、

これが終わったらこれというのではなくて、全部必要なものは並行してやっているわけですから、

これが解決したら次、これが終わったらこうではないと思うので、いろんな角度からの検討をすれ

ば、なんか３年は長いなという、決めてからですよ。鋭意努力していただきたいというふうに思い

ます。申しておきます。  

○委員長（及川 保君） 他ございませんか。堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君）  今の基本計画の中で、中学校２校ということ、これが早期に進めたいと

いうことなんです。小学校は、緑小と白小の統廃合、これはそのまま生きるのかね。それとあと小

学校も基本計画を見直すというから、全町で何校になるかはこれからなんですが、そうなってくる

と、今後の答申の、前回の答申に対する、今回の町の方針が逆ですよね。変わりましたよね。そう

した中で、その説明も町民の方に、ＰＴＡの方にするのですけれども、全町を見直すといったら、

社台小学校という問題がありますかね。そうすると、単純に考えると、社台小学校、本当に少人数

ですから、やはり一番先にどこかへ行くような形になるのですけれども、結果的には誰が考えても、

白老地区に入ってくるわけですが、そうすると、統廃合、緑小と白小に社台小が１枚加わってくる

という形もありますので、その辺が、今までと形が変わってくるなと。やはり向こうの方の意見も

いろいろ聞かなければだめだというのもありますしね。 

 こういうことはありえないのでしょうけれども、例えば各地区で、萩野から向こうまで１つか２

つにするとかね。先ほど来出ている将来的なことを考えて、それでは全部どこか１カ所か２カ所に

集めるというような形になると、白老で、緑小と白小のはもう先にやってしまうのだということに

なると、向こうは向こうだけで１校か２校になっちゃうのか。そういう具合な考え方で良いのか、

あくまでも社台小学校というのがあるから、そういった面で、ただ緑小と白小の統廃合の問題で、

そちらのほうだけを中心に話しをすると、向こうが置き去りになっている形で、ただなんか向こう

から連れて来てもらうと言うような形になっていくものですから、話し合いというのはきちんとし

ていただきたいと思うし、現実的には白小と緑小の統廃合が、向こうに変わっていくという、その

辺の説明はやはりきちんとやっていったほうが。  

 それと社台小を含めた形で話しをしていかないと、その辺を十分に考慮してやっていただければ

なと。皆さんの意見を聞いていて、過去のことについてこだわっていても、過去のやり方について

どうのこうのというのは、こだわっていくより、やはり前向きに皆さんも考えてくれるようですの

で、是非、できるだけ早い期間で固めていけるような形で努力していただければなと思います。  

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  議長のいうとおりだと思いますが、過去のやり方は、教育の配慮というよ

りも、地域全体として、地域に投げかけていろいろ何でも聞いた経緯があるんですね。ですから、

地域が一番、次学校は２番みたいなことで、先ず我々が行って言わなければならないのは、子ども
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中心に考えさせていただきますということを言わなければならないと思うのですね。  

 確かに地域にとっては、学校は絶対に必要なんです。これはは我々も認識しております。ただ、

極端な話をいうとき、地域の犠牲に子どもがなっても良いのかということにもなるんですよね。  

 先ずは、子どもを中心に考えるというのは、そういうことで私は申し上げたんです。その結果、

小学校は何校になるか分からないということなんです。ですから決して中学校を先にやって、緑小

と白小を先にやるわけではなく、白老町の小学校全体で検討させていただくと。それも子ども中心

に、子どもを先行して考えると。そうなると自ずと結果は見えると思います。 

ですから、それを中心にすると引き合いもなくなるでしょう。それをすると間違った方向性もで

ないと思っていますので、それを徹底して検討しながら、知恵を絞りながら考えていきたいという

ことです。以上です。  

○委員長（及川 保君） どうですか、よろしいですか。それでは、他に質疑がないようですので、

小中学校適正配置についての担当課からの説明を終了したいと思います。  

 町長、教育長、皆さん本当に今日はありがとうございました。ご苦労様でした。  

○町長（飴谷長藏君）  どうもありがとうございました。  

○委員長（及川 保君） それでは、昼食のため暫時休憩をいたします。  

 

休   憩 （午前１１時５８分）  

 

再   開 （午後 １時００分）  

 

○委員長（及川 保君） それでは、休憩前に引き続いて、委員会を再開したいと思います。こか

ら、今日午前中に出た事案のまとめを行いたいと思います。  

各委員の皆さんから、意見があると思いますのでお聞きしたいと思います。はい加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  最終的なまとめということですが、１９ページですね、小学校に関しては

⑤の緑丘小学校改修・児童クラブ増築案を実現可能な具体案として報告がありましたという方向で

進むように受け止めたのですが、これは私個人としては認めるべきであると。こういう方向で進め

ていくべきであるということ。 

 それから、中学校についても、今の状態を暫定的に２校にすると。場所は別として、白老は白老

と。萩野、竹浦、虎杖浜がこれからの問題として１つにすると。こういう案は、方向性としては良

いと思います。ただ、私も質疑の中で申し上げたのですが、中学校が３年後、小学校が４年後とい

うのは、いろいろ事務的、町民説明などがあるので時間がかかるようですが、財政的な問題は別に

問題がないという町長も明言しているところを見ると、３年、４年ではなくて、１年でも短くすべ

きであると。そういう鋭意努力するべきであるというようなふうに持っていったほうが良いのでは

ないかなと。時間がどのくらいかかるのかは、我々としては想像がつきませんけれども、１年でも

早く実現するような手法を取るべきであると。こんなようなまとめにしたらいかがかと思うのです

が、文章的なことは委員長・副委員長にお任せすると、こういうことです。  
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 あと問題はないと思うのですが。  

○委員長（及川 保君） はい、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君）  今、加藤委員の認識と、ちょっと違うようにとってしまったんですが、僕

は、この１９ページの結論は、内部の調査検討会議で結論を出したのだけれども、それを受けたあ

との２０ページの考え方は、そこでそういう報告はしたのですけれども、それを受けてもう１回全

部見直すということではないのかなと、僕は報告は報告というふうにとらえたんですが。そこら辺

加藤委員と認識が違うんです。 

○委員長（及川 保君） そういうことなんですね。今まで検討していただいた民間の方々の答申

を踏まえながら、昨年８月から３月まで内部でやったんですね。その結果が鈴木委員が言われたも

のなんですけれど、その結果を踏まえて、今度全体、庁内での町長を交えての検討がこの最後２０

ページにあることなんですね。 

 先にこの結果が出たのだけれども、また、小学校の問題については、白老町内全体のこととして、

これから検討したいのだという話しでしたよね。実はそういうことなんですよ。そして、教育長の

説明がありましたが、中学校について先行実施したいという教育長の説明でしたね。  

○委員（鈴木宏征君）  僕はそのようにとって、もし、また同じような結果として白老地区に１校

という場合は、きっとこの報告を尊重して緑小を児童クラブを増築しながらやるのが、一番お金も

かからないし、望ましいということですから、そのような結果になったら、またこの報告が生きて

くるかもしれませんけれども、なんか報告は受けたのだけれどももう１回、白紙に戻して、小学校

の統廃合についてはもう一度全体を見渡して検討すると、そういうふうにとらえたんですけれども。 

 加藤委員のとらえ方とちょっと違ったものですから。 

○委員長（及川 保君）  その通りなんです。加藤委員がいっていることが間違っているわけでは

ないのですけれども、教育長の答弁にもあったように、中学校を先行実施したいということだった

んです。はい加藤委員。  

○委員（加藤正恭君）  最初の計画では、小学校は各地区に１校ずつと、こういうことですね。従

って白老も１校にすると、そうでしょ。それから中学校については２校と。中学校は中学校として

別の問題として。 

 小学校の場合は、そのうちの各地区にあるもの１校にするためには白老を、緑小と白小を統合す

ると。こういう方針であったわけですよ。先ず、白老の緑小と白小をどうするかということの審査

を、１５年２月に答申を受けた。それは白小にやってくださいと、統合してくださいという答申で

あったということなんだけれども、それを２０ページではその内容を尊重しつつこれからの判断を

進めていきますというふうには書いているけれども、内部的に内部で内部検討委員会というのを作

りましたでしょ。その結論が、⑤緑小改修・児童クラブ増築案を実現可能な具体案として結論を出

しましたと、こういうことなんですよ。それでいいんじゃないですか。それからまた検討するの。 

○委員長（及川 保君） 結果は出されたんです。内部の検討は終えたんです。  

○委員（加藤正恭君）  僕はそんなふうに理解して、緑小学校のほうへ行くものだと理解したのだ

けれど。 
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○委員長（及川 保君）  前の委員会のときの説明もありましたよね。検討結果はそこで終わりま

したよね。それを今度、町長・助役まできちんと説明しなければいけないですよね、その結果を踏

まえて今日の委員会になったんです。  

○委員（加藤正恭君） 今日出された資料についての結論は、⑤が実現可能であるという結論に達

したということでしょ。  

○委員長（及川 保君） 最終的には２０ページですよ。加藤委員のは間違っているわけではない

んです。３月までの検討はこの通りなんですよ。１９ページまで書かれていることなんです。その

結果を今度。 

○委員（加藤正恭君） これからどうするというの。結果について、あとまた内部的に検討するの

ですか。ということでとればいいの。まだ検討するという意味なんですか。  

○委員長（及川 保君） 事務局長のほうからまとめて説明したいと思います。  

○事務局長（上坊寺博之君） 今日受けた最終的な結論は、内部検討会議では緑小の⑤で結論を出

したのですけれど、理事者の総合的判断としては、緑小と白小の問題だけではないだろうという考

え方です。要するに他の学校のほうがもっとひどいのだろうと。  

 社台だとか、竹浦、虎杖浜という部分の人数のほうが、もっと深刻であるから、平成１３年にた

てた適正配置計画、小学校は各地区に１校が望ましいというのを見直ししますと。これを方向転換

するという検討に入るということなんですよ。入らざるを得ないと。  

 それに先立って、中学校を先行的に２校にしますよという結論の説明が先ほどの説明です。  

○委員（加藤正恭君） 中学校と小学校を分けて話してください。  

○委員長（及川 保君） それでは、暫時休憩をいたします。  

 

休   憩 （午後 １時１０分） 

 

再   開 （午後 １時４３分）  

 

○委員長（及川 保君） それでは、委員会を再開いたします。他、何か意見ございませんか。そ

れぞれ、できれば出していただきたいと思います。はい、谷内委員。  

○委員（谷内 勉君）  今の意見とは全く関係のないようなことで、ちょっと話したいのですけれ

ども。いずれにしましても、今言った中学校が２１年から２２年まで、これは実施しすると。その

後で小学校をやりますと。これは先ほど加藤委員から出たように、できるだけ早い機会に実施する

というようなことを項目の中に入れて欲しいと。これは間違いなく入れていただきたいと、そうい

うふうに思います。これだけ言っておきます。  

 先ほど、中学校が終わってから小学校、それから並行してやるというような、そういう考え方も

あるというようなそういうことの話だったと思うのですけれども、いずれにしても､こういう方向

性が決まると同時に、ある程度速く進めるというのは、これは基本的ではないかと思うので、その

へんのところを。 



 28

○委員長（及川 保君） 分かりました。近藤委員どうですか。  

○委員（近藤 守君）  中学校の統合については、別に依存はないので早く進めてもらいたいと

思います。小学校については、私が今まで考えていた認識と全然違うので、何も私はこのことにつ

いては今意見ないですね。もっと教育委員会のほうから、行政のほうから、はっきりしたものが出

た時点で言いたいなというふうに思っています。  

○委員長（及川 保君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  この小中適正配置基本計画、当初各地域に小学校の場合は１校ずつと、そ

れから中学校は２校が望ましいと。こういうことに基づいて進められてきたのは事実ですね。それ

から、字白老については、緑小と白小が１つになりたいということで、いろいろ委員会も作って答

申も得られた。 

 そういう話が出たのも、１０年も前の話なんです。緑小と白小の問題は、というのは白小は老朽

化が非常にはなはだしいというのは、もう１０年も１５年も前からの課題で、毎年補修をしたりし

て持たせては来ているけれども、もう限界に来ているというようなことから、こういう要望が出て

きたことも事実なんです。 

 それで我々としては、できるだけ早くそういう環境の悪い校舎で学ばせるのを直してやりたいと

いうことから、案として緑小と白小の合併と。こういうふうに進めていたのが１０年も前からの経

過です。 

 今回一応、役場内で教育委員会内部での、内部審議会では、緑小のほうに統合するのが好ましい

だろうという経過は報告としてありましたが、ただ、小学校の場合、各地区の生徒数が年々減少し

ていると。そういうことを踏まえて、問題とするのは白小と緑小だけの問題ではないと。虎杖浜か

ら社台までの小学校について、見直すというふうな今日の説明だとすれば、当初、１０年も１５年

も前からの要望である、緑小白小の合併問題は、その中で議論されるとすれば、相当後になるだろ

うということが予想されますので、私はこの意見に対しては、白小・緑小が早く合併するのが好ま

しいという立場から言えば、少しでも遅れるということは賛成できかねるというのが私の意見でご

ざいます。 

○委員長（及川 保君） はい、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君）  加藤委員、議員さんをやられて長いので、そういうことがあったのかもし

れません。僕の認識では、平成１４年の１月に作成した白老町小中学校適正配置基本計画ですか、

これで初めて白老地区、各地区に小学校１校という方針が出されて、初めてここで緑小と白小の統

廃合についての議論が、ここから始まったのだと僕は思っているんですよ。  

 平成１４年からですから、今１８年ですからまだ４年間ですよね。違うというのでしたら、きっ

と、この前から出ていたのかもしれませんけれども、僕の感覚としてはこの適正配置基本計画、こ

れの中で白老地区に１校というものが出されて、初めて緑小と白老小をどうしようかと言う、そう

いう議論がすごく深まったのではないかと思うのですが。そこから考えて４年だと思っているんで

すよ。 

 僕はここまで、いろんな答申と内部で結果との違いが出たという、これをうちらの報告の中にも
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きちんとここで言っている自分たちも、議論に対するいろんな情報だとか、そういうものが不足し

ていた結果が、こういうふうになったんですよね。そいうことは、委員会としても示唆、きちんと

言ったほうがいいと思うのです。やっぱりここまでこういうふうになったものが、そこの一番最初

の民間の方にお願いして、緑小と白老小を統廃合するときに、どっちの学校にどうするかという話

をされたときに、こういう結果が出て、白老小学校という結果が出て、内部で検討したら緑丘小学

校ですよね。こういう混乱を招いたというのは、一番最初に諮問した時の行政の姿勢というのです

か、そのいろんな情報提供の不足ですとか、環境図、いろんなことが書いていますが、こういうこ

とが今回の問題になったわけですから。  

 このことは委員会でもきちんと書いたほうがいいのではないかと思うのですけれど、今後につい

ては、やっぱり時間はかかると言っているのですが、なるべく努力して実現を早めるように、努力

してくださいというような事を書いたほうがいいかなというふうに僕は思います。  

○委員長（及川 保君） 暫時休憩をします。 

 

休   憩 （午後 １時５１分）  

 

再   開 （午後 １時５３分）  

 

○委員長（及川 保君） 土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君）  答申内容と、今日出された問題提起について、今の少子化がこういうこ

とをもたらしたという、一応、原因なんですよね。  

 今日の２０ページの報告書にかかれていますけれども、白老町の学校教育の進むべき方向を示し、

となって、「早期にその方針を具体化することとします。」この早期というのは、どのくらいの期間

をおいて出されるのか、その辺のことをきちんと具体化したほうが良いと思うのですけれどもね。

漠然と使っていても、早くやらなければならないのではないかと私は思いました。  

○委員長（及川 保君） 期限をもって、設定してやって欲しいと。はい、山本副委員長。  

○副委員長（山本浩平君）  私は、皆さんの意見で賛同できる点は、やはり、だらだらしないで１

年でも早く進めるべきですし、結論も早く出すべきだというのは同感です。  

 先ほども委員会の中でもお話したのですけれども、この人口推計ですか、生徒の推計ですよね。

平成１４年度の民間の人たちに検討していただいたときにも、ある程度予測できたと思うのですよ。

ですから、その時点で、本来であれば白小・緑小だけを検討してくださいというのではなくて、今

出てきているような内容のことを、どうして教育委員会が把握できなかったのかという疑問がひと

つ残るのです。 

 そういった意味で、将来の教育環境ですね、人口推計や財政も十分見極めた上で、方針を出して

もらいたいというふうに思います。  

 先ほど、私、委員会でお話した中学校１つでも良いのではないの。に近いようなことを申し上げ

たのは、そういうような意味合いで、僕は決して、人口密度の高いところに必ず中学校を残さなけ
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ればだめだとは思っていないのですよ。人口密度が多いのは白中だと思うのです。白中は塩害もあ

って、非常に老朽化が進んでいますよね。そういった意味であそこを直すとすればそれ相当の経費

もかかる。ですから、僕は基本的には一番新しいというか、環境上良い建物、既存の建物を残すよ

うなことを考えて、その上で十分検討したほうがいいのかなと思うのですね。 

 ですから、それでいろいろ検討した結果、２校が良いということであればそれでも構わないので

すが、そういうことを決め付けないで、十分いろいろ、中学校についても検討の余地はあるのでは

ないかと。将来的にもっともっと少子化で、また人口推計が変わっていくと思うのですね。そうな

ったときに、また再度検討しましょうと。２校のうちまた１校にしようということになってくると

思うんですよ。その辺もあると思うので、十分将来のことを見据えた上で、検討すべきではないか

というふうに思います。  

○委員長（及川 保君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  ２０ページの、Ⅳ 今後の取組方針として、記述されていることは理解い

たしますが、これはこれなりにして検討するということは、これからのことでやるということは良

いのですが、問題は、今まで懸案事項になっているのは、何回も言うように、白小と緑小の合併の

問題なんですよ。それを解決して、統合を解決して、それから今後の取組方針に進めていくのが、

ひとつの段階として、１つずつ解決していくようにしないと、途中まで計画した。事情が変わった

から、またゼロから見直すというのは、今までの検討が無駄になってしまいますからね。一考にし

て、それからⅣ 今後の取組方針というものを白老町全体の小学校の適正配置を検討するというふ

うにした方がですね、進めやすいと思うのですが、皆さんの意見はいかがでございましょうか。  

 解決してからね。それでなければ、このままになってしまう。  

○委員長（及川 保君） 暫時休憩をします。 

 

休   憩 （午後 １時５８分）  

 

再   開 （午後 ２時１２分）  

 

○委員長（及川 保君） 委員会を再開します。一通り皆さんご意見もお伺いしました。議長特に

ありませんか。これで、皆さんの意見も踏まえてまとめたいと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。 

委員の皆さんから出された意見を参考にしまして、委員会報告の作成については正副委員長にご

一任を願いたいと思いますがよろしいですか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（及川 保君）  それでは、本日の総務文教常任委員会の所管事務調査を閉会といたしま

す。皆さんご苦労様でした。 

 

（午後 ２時１３分）  


