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    ◎開議の宣告 

〇議長（堀部登志雄君）  昨日に引き続き議会を再開いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

（午前 ９時５９分） 

                                         

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、議長において、10番、大渕紀夫議

員、11番、土屋かづよ議員、12番、松田謙吾議員を指名いたします。よろしくお願いいたしま

す。 

                                         

    ◎一般質問 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第２、昨日に引き続き一般質問を続行いたします。 

 通告順に従って発言を許可いたします。 

                                         

          ◇ 西 田 祐 子 君 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員、登壇願います。 

          〔３番 西田祐子君登壇〕 

〇３番（西田祐子君） ３番、西田祐子でございます。私は、今回食育についてともう一つ、

児童相談について、２点についてお伺いしたいと思います。 

最初に、食育についてであります。現在世界じゅうに広がる食料不安に幾つかの問題点が挙

げられています。１つ、新興国、中国やインドの食料需要が増大していること、２つ、ドル安

でインフレ市場経済は金相場を筆頭に穀物の先物取引の価格高騰により食料価格が上昇してお

ります。３つ目、新興国の石油需要拡大により石油製品が品不足となり、バイオ燃料ブームが

巻き起こっております。このバイオ燃料ブームにより、バイオエタノールの原料であるサトウ

キビやトウモロコシの需要拡大により小麦畑が減反し、小麦粉がつい最近30％値上げしたばか

りでございます。また、バイオディーゼルの原料である大豆は、乳製品や肉類、さらには果物

の価格高騰を起こし、菜種、油ヤシも食料油の高騰をしております。４番目に、中国ではこと

し１月、50年ぶりの大雪で日本領土の約３分の１に当たる12万キロ平方メートルの農地で農作

物が大きな被害を受けております。中国国内の消費を優先しなければならない事情もあり、こ

とし１月にはまた中国からの毒入りギョーザで日本国じゅう多くの被害者が出ました。中国政

府は、中国製冷凍ギョーザの中毒事件により輸出用食品の検査を大幅に強化しており、これに

より我が国への中国産野菜の輸入減が長期化する可能性もあります。このような状況を踏まえ、

店頭の野菜売り場には品薄と高値が続いております。子供たちに安心、安全な給食を食べてほ

しい、健やかに育ってほしいと思い、質問させていただきます。 
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１点目、学校給食に中国産食材は入っているのか。 

２点目、給食費を子供たちにどう還元しているのか。 

３番目、給食の質を落とさないための方法は。 

４点目、給食費未納額過去３年分の金額、人数、世帯数は。 

５番目、栄養教諭と給食センターの連携をどのようにしていくのか。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

          〔教育長 白崎浩司君登壇〕 

〇教育長（白崎浩司君）  食育についてのご質問にお答えいたします。 

 １点目の学校給食への中国産食材の使用についてであります。学校給食で使用する食材のう

ち、御飯、パン、牛乳など主食にかかわるもの、また野菜や生肉などはすべて道内産、国内産

でありますが、温食や主菜などに使用する食材や調味料、冷凍食品、乾物などの原料や副原料

の一部には中国産食材が入っているものも使用しております。中国産食材が使用されていると

思われる商品については、残留農薬検査表や原材料表、細菌検査表、作業工程表、栄養分析表

等による確認のほか、外観、においなどに異常がないかの確認や給食配送前には毎日給食セン

ターの職員が検食を行い、安全性を確認しているところであります。 

 次に、２点目の給食費の還元についてと３点目の給食の質については関連がありますので、

一括してお答えいたします。学校給食費は、すべて食材の購入のみに充てられておりますので、

学校給食を提供することで還元しているものであります。したがって、給食費の納入状況によ

っては献立内容に影響が出ることも考えられますので、今後収納対策については法的措置を取

り入れる等の強化をしていき、質の低下を招かないよう努めてまいります。 

 次に、４点目の過去３年分の給食費の未納状況についてであります。過去３カ年の単年度決

算における未納額、児童生徒数、世帯数でありますが、16年度は464万4,000円、178名、107世

帯、17年度は326万9,000円、127名、78世帯、18年度は330万9,000円、121名、69世帯となって

おります。なお、18年度決算における滞納繰越額は、当該年度を含む過去５カ年で1,340万

2,000円、133世帯となっております。また、そのうち最高額は65万3,000円で、10万円以上は39世

帯となっております。 

 次に、５点目の栄養教諭と給食センターの連携についてであります。新年度に配置する栄養

教諭は、現在の給食センターの栄養士を萩野小学校に配置する考えであります。勤務体制は、

給食センター栄養士の業務と兼務とし、給食搬送後学校において勤務することになります。職

務内容は、食に関する指導と学校給食の管理を担うものでありますが、今後も学校給食の衛生

管理等に支障を来さないよう学校と給食センターが連携を図りながら、安全、安心な給食の提

供と児童生徒のさらなる食育の推進に引き続き努めていく考えであります。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

          〔３番 西田祐子君登壇〕 



        － 317 － 

〇３番（西田祐子君） ３番、西田祐子です。最初の質問のほうで、１番目、２番目、３番目

を一括してお伺いしたいと思います。 

 中国産野菜がこれだけ入っているということは、これから先もどのような状態になるのかと

いうような不安はありますけれども、また反面多くの中国産野菜というものは入っているわけ

ですけれども、その中で中国政府としては今回のこの事件に関しまして非常に検査を強化する

ということで、また全体量としまして中国産野菜の実際に違反件数というのは非常に少なく、

１％にも満たないという国の報告もありますので、何とかその辺で白老町の給食センターのこ

れからの管理も強化していただければ安全な食品が食べられるのではないかなと思っておりま

す。 

２番目、３番目の点なのですけれども、今ほど給食費の納入状況によっては献立内容に影響

が出ることも考えられるというような答弁いただきましたけれども、今現在白老町では給食費

のこの未納分の足りない分を食材の工夫で何とかしているという答弁をいただきましたけれど

も、この食材の工夫は正しいと思いますか。好ましいと思っていらっしゃるでしょうか。まず、

その辺をお伺いしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  本間学校教育課長。 

〇学校教育課長（本間勝治君）  今２点ほどございましたけれども、中国産食材の関係のセン

ターでの強化、要するに検食だとか、そういうことにつきましては基本的には食材の納品時に

まずチェックをしていると。それと、給食を調理する前にもチェックしている、それと搬送前

にもそういう検食などでチェックしているという状況であります。 

 それと、２点目の未納分の食材の工夫ということでございますけれども、これにつきまして

も国のほうで学校給食法に基づいた学校給食の実施基準というのが出されております。その中

で栄養素だとかそういうものが示されてございますけれども、それに基づいて学校給食の献立

をつくってございます。そういった意味ではそういう基準を上回るといいますか、その中で対

応してございますので、ただ問題は給食費が払われないということになりますとその辺にも影

響が出てくるというのは懸念されるところでございますけれども、現在のところ収納強化だと

かそういうことで何とか賄っているという状況でございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

          〔３番 西田祐子君登壇〕 

〇３番（西田祐子君） ３番、西田です。収納状況によってと言いますけれども、４番目のと

ころでお答えいただきましたやつで、16年、17年、18年度の分でも、18年度で約330万円ですよ

ね。これだけの金額の食材が結局買えないということですよね。ということは、牛肉が豚肉に

なり、豚肉が鳥肉になり、鳥肉がハム、ソーセージになっていくということですよね。それで

好ましいと思っていらっしゃるのですか、それでいいと思っていらっしゃるのですかというこ

とをお伺いしたわけなのですけれども、その辺もう一度ご答弁願います。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 
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〇教育長（白崎浩司君） 端的に今のご質問にストレートに答えますと、当然いわゆる給食費、

税もそうですけれども、公平性を欠くといいますか、納めている人、それから納めていない人

の公平性を欠くということがまず第１に不公平感が生まれるという懸念が当然ありますので、

そこら辺は収納強化していきたいと。当然１答目で答えましたとおり、そういうことが食材の

購入に多大な影響を与えるというようなことが直接影響いたしますので、収納強化を図って、

影響を少なくしていくというふうに思っております。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

          〔３番 西田祐子君登壇〕 

〇３番（西田祐子君） それでは、ちょっと別の角度からお伺いいたしますけれども、例えば

食材の工夫といいますと、先ほどもそうおっしゃっていましたけれども、どのように工夫され

ていらっしゃるのか。栄養素が満ちていればいいという考え方でしょうか。どうなのでしょう

か。給食というのは、確かに栄養素も必要ですけれども、おいしく食べるということも必要な

のではないかなと思っております。これは、学校のほうで進めておられる食育ということにつ

ながっていくのではないのですか。好き嫌いをなくするということも大事だと思うのですけれ

ども、その辺いかがでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  本間学校教育課長。 

〇学校教育課長（本間勝治君）  おっしゃられるとおりでございますけれども、その辺は栄養

士のほうで子供たちの給食のメニューなんかにつきましても好き嫌いがあります。その辺をう

まく把握しながら、栄養素を取り入れてやっているというのが実情でございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

          〔３番 西田祐子君登壇〕 

〇３番（西田祐子君） 西田です。それでは、工夫しているという中で、たしか給食は週に１

回パン食入っておりますけれども、今回も小麦粉が約30％値上がりするという中で当然パンの

値段自体も上がっていくのではないかなと思っております。そういう中で、私たちの食生活は

給食始まったころから比べますと随分変わりまして、ほとんどの家庭では朝食にパンを食べる。

そういう中で、またさらにお昼もパンを食べる。ちょっとこれよりは高くなった小麦のかわり

にやはり米飯に切りかえるとか、それによって例えば価格が下がるとか、そういうようなこと

は考えていらっしゃいますか。それともそのような試算とかしたことありますでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  本間学校教育課長。 

〇学校教育課長（本間勝治君）  今私のほうからその辺の検討ということについては明確なお

答えはできませんけれども、今の給食の献立の内容でございます。給食の献立の内容につきま

しては、週３回御飯、それと週１回パン、それと週１回めん類というようなことで実施してご

ざいます。栄養も含めて、食育も含めてこの辺をどうするかというような検討は現在のところ

しておりませんけれども、今後栄養面も含めて食育という観点でその辺の検討も考えていきた

いというふうには思います。 
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 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

          〔３番 西田祐子君登壇〕 

〇３番（西田祐子君） 西田です。考えていただけるということですので、ぜひ考えていただ

きたいなと思います。白老町では早寝早起き朝御飯と言っておりますので、ぜひ御飯を食べて

いただきたいな、それによって子供たちが、やはり満腹感というのも必要だと思いますので、

その辺をぜひ検討していただきたいなと思っております。こういう例えば給食の内容について

とか、こういうものについて今学校評議員さんとかいらっしゃいますね。また、教育委員、ま

た保護者の方々、こういう方々のご意見を聴取したことあるのでしょうか。その辺ちょっとお

伺いしてみたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  本間学校教育課長。 

〇学校教育課長（本間勝治君）  結論から申し上げますと、学校評議員さんの中でそういった

ようなご意見はいただいてはおりません。ただ、学校給食センターの運営委員会がございます。

その中ではそういったようなご意見は伺ってございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

          〔３番 西田祐子君登壇〕 

〇３番（西田祐子君） ３番、西田です。ぜひ学校評議員さん、教育委員、また保護者の皆さ

ん方と給食の内容について、確かに運営委員会というのも必要ですけれども、幅広くぜひ意見

を聴取していただければありがたいなと思っております。そして、これからの子供たちの給食

のあり方についてもぜひ検討する機会を設けていただきたいなと思っております。 

 そして、そのことに続きまして、やはり４番目の未納分のことが大きな問題になってくると

思うのです。５年間で1,340万円、133世帯が未納となっているというふうに先ほど答弁いただ

きましたけれども、この金額は非常に大きいですよね。ということは、当然これだけの食材を

子供たちが食べられないということになりますよね。当然ほかの市町村ではこの足りない分を

一般会計から繰り出ししているわけです。もちろん苫小牧、登別、当然のことにしております。

ただ、白老町では一般会計から給食費のほうに繰り出しはしておりません。これどうなのでし

ょうか。払える人は払いますけれども、払わない人は払わない。つまりただ食いですよね。搾

取していると言ったらおかしな言い方ですけれども、そういうふうな状態になっておりますけ

れども、これは考え方として納めている人たちだけが食べない人の分も払っているわけですよ

ね。こういうような状態が果たしていいのか。これで本当に未納対策ができるのか。私として

は、やはり一般会計から足りない分はきちっと繰り出しをして、未納分は未納分、別個に徴収

するべきだと思いますけれども、その辺の考え方はいかがでしょうか。教育長でも結構ですし、

また町長でも結構です。これ一般会計のほうから持ち出しするという部分ですので、その辺の

考え方いかがなのかお伺いしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 
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〇教育長（白崎浩司君）  未納対策ということで、昨今給食費の未納ということで新聞報道も

されています。それから、道内での状況も新聞報道されました。確かに九十六、七％の収納率

で、それが食材に影響するというのは先ほどの答弁のとおりです。執行方針の中でも申し上げ

ましたが、収納対策強化ということで会議も持ちますし、それから実はきょう終わってからも

会議もありますけれども、全庁で税も含めて収納対策強化、対策を強化するということで、執

行方針にも言いましたけれども、法的措置を視野に入れて20年度は対策を強めていくというふ

うに思っています。先ほども言いましたとおり、納めている人、納めていない人ということで

の不公平感当然ありますので、そこら辺は強化をしていきたいというふうに思っています。 

 それと、一般会計の繰り出し云々のお話がありましたが、基本的にはそういう考えはござい

ません。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

          〔３番 西田祐子君登壇〕 

〇３番（西田祐子君） 収納率強化ということですけれども、実際にそれでは収納率を強化し

たところで、納めている人たちは例えばこれだけの足りない金額分で食材を買って、そこの中

で賄っているということになりますよね。そういうふうになりましたら、当然先ほど私冒頭で

申し上げましたようにこれだけの食料高騰が続いている中で給食費の値上げもしなければなら

ないと、そのような議論も出てくるのではないかと思います。ところが、ちゃんと納めている

はずなのに、その納めている人たちがきちっと食べられない、それで給食費値上げしてくれ、

そういう議論にはならないと思うのです。やはり収納対策きちっとして、それから食材の工夫

もされて、なおかつ足りないから給食費値上げというふうになると思うのですけれども、その

前にやはり私たちは実際に町民として税金を納めています。給食費未納分、これを一般会計か

ら繰り出しして、つまり税金を使うことに反対する町民がいらっしゃると思いますか。その辺

をひとつお伺いしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君） 給食費の値上げといいますか、そのときの使用料の話ですけれども、

先ほど言いました運営委員会、先般も開きましたけれども、当然議題の中には入れています。

ご質問の中にもありました小麦、それから油等々の値上げによりまして、非常に献立に工夫し

て、それで見合う栄養素をとれるかどうかということを含めて値上げの問題も検討いたしまし

た。ただ、教育委員会としては、いわゆる直接皆さんにかかわる値上げですから、自助努力と

いいますか、収納の強化を図って、まずは１点目は収納の対策をとると。なおかつ例えば収納

率がアップした中でも非常に材料の値上げがあって、献立に工夫の限界があるということにな

れば、給食費の値上げも検討しないとだめなのかなというふうに思っています。 

 それと、先ほどの一般会計からということですが、いわゆる受益者負担ということでいえば、

税金をそこに投入するという考え方にはならないというふうに思っています。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 
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          〔３番 西田祐子君登壇〕 

〇３番（西田祐子君） 私は、給食費未納分に対して税金を使うことに反対する町民がいると

思いますかとお伺いしました。理事者側のもしご答弁ございましたら、最後の質問でございま

すので、お答え願いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  目時副町長。 

〇副町長（目時廣行君）  １年前まで学校給食担当しておりましたので、私のほうからお答え

をさせていただきたいと思います。 

 まず、給食費につきましては、まず現年度分です。現年度分で徴収できなかった分について

滞納繰り越しと。現年度分が八十何％とか90％ぐらい徴収率があると。それ以外に滞納繰越分

が何％と、こういう形で入ってきます。それを合わせると、その現年度分の98％以上のお金が

入ってきます。その中で給食を賄っていくと、こういう形になりますから、２％以下の金額が

若干不足した形ですが、そういう形で食材を購入しているという現状でございます。したがい

まして、２％以下ですから、一般会計から繰り出しをしなくても何とかその栄養素だとかそう

いう食材を賄っていける現状にあるということをご理解いただきたいと思います。 

          〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  目時副町長。 

〇副町長（目時廣行君）  一般会計から繰り入れして反対するかどうか、これは中には反対す

る方もいらっしゃるとは思います。ただ、今現状からして繰り入れする必要がありませんので、

ちょっとその辺は調査してみないとわからない部分もございます。ちょっと答弁になっている

かどうかわかりませんが、そういうことでございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

          〔３番 西田祐子君登壇〕 

〇３番（西田祐子君） ３番、西田です。苦しいご答弁のようでしたので、この辺でこのこと

については切り上げさせていただきますけれども、ぜひ私としては一般会計から繰り出しする

べきではないかという意見を一応言わせていただきました。 

 ２番目の質問に移らせていただきます。児童相談についてであります。近年親の虐待、ネグ

レクト、育児放棄、いじめ、子供たちの心の傷、学習障がいなど、複合的に悩む子供たちがふ

えております。そのような傷や悩みを抱える子供たちの相談体制がどのようになっているのか

質問させていただきます。 

１、要保護児童対策地域協議会はどのような組織で、何を行っているのか。 

２、要保護児童の相談件数、人数、年齢など過去３年間の実態をお伺いいたします。 

３、支援体制の構築をいつまでにするのか。 

４、児童虐待の早期発見、対応とあるが、その期間をどうとらえているのか。 

以上、よろしくお願いいたします。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

          〔教育長 白崎浩司君登壇〕 



        － 322 － 

〇教育長（白崎浩司君）  児童相談についてお答えいたします。 

 １点目の要保護児童対策地域協議会についてのご質問であります。この協議会は、要保護児

童の早期発見、対応を図るため、保健、福祉、医療、教育、警察等の関係する14機関、団体で

組織され、それぞれの情報を共有化し、適切な支援を行うために設置された機関であり、児童

虐待についての相談支援体制並びに啓発活動の充実に努めております。 

 ２点目の要保護児童の相談件数、人数、年齢など過去３年間の実態についてでありますが、

17年度は虐待相談延べ件数85件、実人数で22人、内訳は就学前15人、小学生４人、中学生以上

３人となっており、そのうち児童相談所に３人が保護されております。18年度は、延べ相談件

数99件、実人数37人、内訳は就学前16人、小学生10人、中学生以上11人となっており、そのう

ち児童相談所に８人が保護されております。19年度は、２月末現在で延べ相談件数89件、実人

数33人、内訳は就学前15人、小学生９年、中学生以上９人となっており、そのうち５人が保護

されております。 

 ３点目の支援体制の構築をいつまでするのかについてでありますが、これまでも児童虐待の

発生予防から早期発見、早期対応、保護、アフターケアに至るまで切れ目のない支援体制の構

築に努めてまいりました。今後も要保護児童対策地域協議会を中心に保健や医療、福祉等、関

係機関との連携による一体的な相談援助体制について継続的に取り組んでいきたいと考えてお

ります。 

 ４点目の虐待の早期対応の期間をどうとらえているのかについてでありますが、児童虐待の

早期発見、早期対応の促進のためには保健や医療、福祉関係者等の関係機関の迅速な初動態勢

とその緊密な連携が重要であります。そこで、就学前児童に関しては、保健師や保育園、子ど

も発達支援センター等と、また就学後についても学校と連携を図りながら、迅速で適切な対応

に努めております。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

          〔３番 西田祐子君登壇〕 

〇３番（西田祐子君） １番目の要保護児童対策地域協議会はどのような、そして何を行って

いるかという質問に対しまして、これらの14機関で支援体制ができているというふうに述べて

おられますけれども、実は私ことし教育委員会のほうにお電話しまして、要保護が必要なので

はないかという通報をさせていただきましたけれども、実にどこに連絡していいのかわからな

い、そういうことがございました。実際に電話をして、受けた課でわからない、そういうもの

を把握していない、それで今度学校教育課のほうに電話が回りました。実際に一番最初に電話

したときに、どこに電話していいのかまずわからないから、とりあえずこういうことですけれ

どもと電話しました。そういうことありました。それから３週間ほどたちまして、同じ家庭の

お子さんのことでまた近所の方から相談されまして、実は役場に電話したのだけれども、どこ

に電話していいのかわからなくて、電話あちこち回ったけれども、結局わからないで、だれに

言ったらいいのとまた連絡来ました。私今回この地域協議会というものを質問させていただき



        － 323 － 

ましたのは、こういう立派な組織がありながら、一番最初に受け入れるところがどうなのか、

どこなのか、それをわかって実際に一本化する仕組みがちゃんとできているのかどうなのか。

そのお子さんは学校のほうの関係で、学校教育課長のほうに回しますとか、それは就学前です

から子ども課に回しますとか、そういう問題ではないと思うのです。やはり相談の窓口という

のはどこであっても一本であって、そこの場所に行くべきだと思うのです。例えばＤＶのほう

で通報されたとしても、それは生活環境課で受けるかもしれないけれども、どこか１カ所がき

ちっとした根本的な場所が必要だと思うのですけれども、その辺はいかがなのでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  渡辺子ども課長。 

〇子ども課長（渡辺裕美君） 要保護児童対策地域協議会、この組織は基本的に立ち上げまし

たときには児童虐待というのを主にという考え方で立ち上げております。ではありますが、子

ども課を設置した際には子供にかかわる相談等を一本化するという考え方で子ども課を設置し

ておりますので、当然窓口、子供にかかわる窓口の一番最初のところは子ども課であるという

ふうに押さえております。ただ、今議員のお話の中では相談したのだけれども、窓口がどこに

行っていいのかがちょっとわからなかったと、それはこちら側の周知の仕方といいますか、こ

ちらの対応の仕方のまずさがあったかなというふうには反省しております。 

ただ、子ども課でいただいた相談であっても、例えば子ども課の中にも保育園ですとか児童

クラブですとか児童館ですとか直接かかわるものと、それから学校教育のほうで小学校、中学

校のお子さんで具体的に特別支援が必要ですとか、そういうようなところで具体的なものは学

校教育のほうが十分理解ができているというところもありますので、窓口で受けてもそこの中

で例えば保育園のことに関してであれば子ども課の中で保育園と連絡をとる、それから学校教

育の子供のことであれば学校教育所管のところと連絡をとると、そういう形で今までもそれぞ

れのところへ渡してしまうだけではなくて、子ども課のほうも継続的にそのお子さんにかかわ

るところを見ながら、協議をして、いい方向に向くようにということで進めておりますので、

基本的に窓口としては子ども課という考え方で押さえていただければというふうに思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

          〔３番 西田祐子君登壇〕 

〇３番（西田祐子君） 西田です。今の渡辺課長の答弁では子ども課にということだったので

すけれども、私一番最初に電話したところが子ども課でございます。町長の英断によりまして

子ども課を設置していただきまして、私としては子供に対する相談、悩みのことはすべて子ど

も課で対応していただける、最初にまず子ども課に電話させていただきました。ところが、子

ども課のほうにその情報が集まっているのかどうなのかということだと思うのです。実際に子

ども課のほうでその情報はわからなかったようなのです。ですから、私はその辺を言っている

のです。せっかくできた子ども課なのに、そこに情報がきちっと集まっているのですかと、そ

ういうことです。もう一度お願いいたします。 

〇議長（堀部登志雄君）  渡辺子ども課長。 

〇子ども課長（渡辺裕美君） 繰り返しますが、本当に対応が悪くて申しわけなかったという
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ふうに思います。窓口として確かにこちらのほうで情報としていただいたものについては、コ

ーディネーターとしての役割を果たすのですが、すべての相談、すべての子供の状況を子ども

課の中に集めてというところではちょっと整理の仕方が違うかなというふうには思っておりま

す。先ほどもお話ししましたように、所管でしっかり押さえている部分というのもあります。

子ども課のほうは、相談をいただいたものをコーディネーターとしての役割を果たすという意

味で子ども課を設置しておりますので、いただいた相談については受けて、それを所管の担当

課と調整をして、協議をして、方向性を示していくという役割になっておりますので、すべて

の情報が子ども課の中にというところでは、ちょっと役割としてはそこまでないというふうに

押さえております。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

          〔３番 西田祐子君登壇〕 

〇３番（西田祐子君） ３番、西田です。ことし札幌の報告なのですけれども、児童虐待処理

件数が過去最高だったと、札幌市で。ことし２月現在で406件のＤＶの通報があったと。そのう

ちの女性に対する家庭内暴力の相談から児童虐待を見つけ出し、市に通報する件数が大幅にふ

えたことなどが要因であるというふうに新聞報道されているのです。つまりこれはＤＶのほう

から子供の虐待というものが通報された件数、つまり全然窓口違うのです。ですから、今おっ

しゃったようにコーディネーターとして、確かにそういう役割もあるかもしれませんけれども、

やはり情報はしっかりどこかできちっと握っていないと、今現在は、申しわけないですけれど

も、国もそうですけれども、道もそうです。町役場まで細分化され、縦割りになって、果たし

てそれでいいのか。やはり子供を守る環境というのは一本であるべきだと私思っているのです

けれども、そういうものができない仕組みになっているのでしょうか。その辺をお伺いしてみ

たいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  できない仕組みというよりも組織、それから今言われたとおり縦の

関係、横の関係ということでいえば、組織も子ども課を設置したとき、それから業務が連携す

る部分については課の統合というようなことで、町民にわかりやすい体制をつくるということ

では組織体制をどう構築するかというのは常に考えているところです。今子供にかかわること

をすべて子ども課ということのお話ですが、やはり事案、事案によっては、子供から発生する

のか、ＤＶから発生するのかということで、最終的には子供のことにもかかわってくるよとい

うことなのでしょうけれども、いわゆるＤＶのほうも今の状態でいうと子ども課の最初のスタ

ートではなくて、そちらのほうの担当の部署でやっていくと。その結果子供のことにかかわっ

てくると、それは先ほど言ったとおり各課が連携して、専門のところは専門のところ、就学前

はこちらだよ、就学で学校に行っているのは学校だよということでの情報交換をして、その対

処方法に当たるというのは現実的にやはり横の連携を強化していくといいますか、情報を押さ

えた中でその事案に当たっていくと、これは現実的な取り組みの方法かなというふうに思って

います。いずれにしても、情報を共有して、先ほどの話でないですが、共有して、そのものに
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当たるというような対応はこれからもとっていきたいというふうに思っています。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

          〔３番 西田祐子君登壇〕 

〇３番（西田祐子君） 横の連携を強めていっていただけるということですので、ぜひお願い

したいなと思っております。 

 ２番目の要保護児童の相談件数、人数、年齢など今ほど答弁していただきましたけれども、

この人数について教育長として多いと思っていらっしゃるのですか、少ないと思っていらっし

ゃるのでしょうか、どの程度と押さえていらっしゃるのでしょうか。まず、その辺の考えをお

伺いしてみたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  教育長としてということでご指名なので、私から言いますが、実際

に他市町村と比較してだとか、今過去の３カ年言いましたけれども、それが他市町村と比較し

て多いだとかなんとかとそこまで私のほうで十分把握していない部分ありますので、数字的に

は年々多くなってきている、それから事案が複雑になってきているといいますか、そういうよ

うな受けとめ方はしていますが、白老として多いのかどうかという比較はちょっとそこまでは

まだ持っておりませんので、ただ、今言いましたとおり年々こういう社会状況が変わる、それ

から単身世帯がふえるといいますか、そういうような状況の中で事案が多くなる、それから複

雑になるというふうな状況になっているというような押さえ方はしています。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

          〔３番 西田祐子君登壇〕 

〇３番（西田祐子君） 年々ふえているということなのですけれども、私は年々ふえているこ

とが特に悪いとは思ってはいないのです。といいますのも、昨年の11月23日に千葉の幕張メッ

セでＤＶ根絶国際フォーラム第10回全国シェルターシンポジウムというのが開催されたのです

けれども、ここの中の報告でＤＶから、つまり配偶者から受ける暴力によって子供たちが虐待

されていると、その報告が年々ふえている。これは一体どういうことなのだという報告がなさ

れまして、これは例えば自分たち家族の中で実際に何百年、何千年とずっと続いてきた配偶者

暴力を暴力だと認識していなかったと、捕まって初めて暴力だと気がついた。つまり自分の両

親も、その上のおじいちゃん、おばあちゃんもみんなやっていると。だから、これが当たり前

だと思っていたと。特に男性の場合は父親もこうだったから、おじいちゃんもこうだったから、

この程度は当たり前だと思っていた。女性も同じなのです。ですから、そういうふうに受けて

きた教育の中で子供たちが育ってきたので、それを自分が結婚したときに同じことを繰り返す、

つまり負の連鎖、これはそのＤＶの中で育った人が特別なのではなくて、自分の家庭では当た

り前だったから、それが当たり前だと思い込んでいたと。それが世界じゅうで、今この全国シ

ェルターシンポジウムで第10回、わずかできて10年目なのですけれども、これによって自分た

ちが違っていたということがわかってきた。東南アジアとか各国からのそういう代表者の方々

のフォーラムも聞いてみますと、既に例えば中近東あたりなんかの報告なんか受けますと、そ
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ういう教育受けているから、そういうものだと思っていた。ところが、西洋の人たちに言わせ

ると違うわと、変だわと。そういう情報がやっと開かれてきた、そこの中で初めてこの人数が

ふえてきたのではないかなと、私はそういうふうに理解しているのです。昨年度の配偶者暴力

防止法で警視庁の発表では１年間の相談件数が２万992件、2,756件前年度よりふえている。こ

れは、ふえているのが悪いのではなくて、そういうふうなことやっと認知されてきたのではな

いかなと思っているのです。 

そこの中で、ＤＶ法がことしの１月に改正されました。ここで問題になってくるのがＤＶ法

が改正された中でなぜ配偶者が暴力受けながら逃げないのかという一番の原因が子供がいるか

らというのが一番の原因だと聞いております。特に幼い子供を抱えた女性の場合は、まず生活

できませんので、逃げれない。そして、幼い子供を抱えているために一時保護してくれる場所

もない。そういうような緊急的な避難先がないということでなかなか逃げられない実態もある。

今年度は、ことし１月から市町村の努力義務で基本計画の策定と支援センターの設置というの

が求められています。ところが、これは努力義務ですから、してもいいし、しなくてもいいと

いう状態なのです。子供の問題の中で全国の今までは都道府県が責任持っていたのですけれど

も、ことしの１月からは自治体が責任を持つようになった。ここの中でやっぱり支援センター

の設置とか基本計画の策定とかで一番求められるのは、配偶者に対する暴力もそうですけれど

も、やはり子供たちがその負の継続をしていかない、ここで断ち切りたい、そういう思いが強

いからこういうような形になったわけなのですけれども、それに対応する自治体によって自治

体間格差が生じると言われています。ですから、このような考え方はどうなのでしょうか、白

老町としては何とか急いで対応していきたい、またそれに見合うような計画も策定していきた

い、そういうお考えありますでしょうか。いかがでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  目時副町長。 

〇副町長（目時廣行君）  健康福祉課のほかにこの問題に関しては関係する課が複数にまたが

っておりますので、私のほうからご答弁させていただきたいと思います。 

 今現在総合計画あるいは男女共同参画の推進計画にＤＶ防止に関する項目は載っておりま

す。それで、まずＤＶ防止に関してこの推進計画というか、基本計画をつくっていく上で、ま

ず町民の皆さんに啓発をしていく意味でこの策定は必要だろうと、このように考えております

し、また被害者の保護の観点からいってもどういった保護の仕方があるのか、これも基本計画

に盛り込んでいく必要はあるかと、このように考えております。 

 それで、まず道の計画が18年３月に策定されております。これの変更がいつされるのか、こ

の変更内容を十分かんがみて、白老町の基本計画に反映していく必要もあります。それから、

関係する機関がたくさんあります。警察もそうですし、保健所だとか、母子生活支援センター

というのですか、こういったものがあります。そういった連携もとらなければいけませんし、

民生委員の方、あるいは人権擁護の方、そういった方の協力も得ながら計画を策定する必要が

あると。そうしますと、準備期間あるいは策定、その皆さんの協力を得ながら進めていくとな

ると２年ぐらいは必要かなと、このように考えております。そう考えますと、平成20年、21年
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ぐらいの期間を要して策定がされていくのかなと。ただ、今各課協議して、これからその策定

期間、いつまでつくるか、それを検討させていただきたいと、このように考えております。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

          〔３番 西田祐子君登壇〕 

〇３番（西田祐子君） ありがとうございます。人権擁護委員さんなんかでも白老町で何名い

らっしゃるのかわかりませんけれども、実際に児童を取り巻く環境というのは非常に多様化、

複雑化しておりまして、専門的なケアが継続的に、安定的に行われる必要性があると思うので

すけれども、このような専門的な心のケアの体制も必要ではないかなと思っておりますけれど

も、そこまではこれからも含めて考えていらっしゃるのでしょうか、どうなのでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  山口健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（山口和雄君）  現状のお話をちょっとさせていただいたほうがわかりやすい

のかなと思いますので、お話しさせていただきますが、例えばシェルターを通じて、白老町か

らシェルターにお願いして一時保護する場合もありますし、逆に他町村からシェルターにお願

いして、白老町に入ってきて、白老町でフォローしている部分もあるのです。これは、当然の

ことながら、いわゆるＤＶに絡むものとしましてはその児童虐待含めて精神の状態もあるわけ

です。どちらかというと、配偶者暴力と児童の虐待と、それから精神が絡むというふうにＤＶ

の場合は言われております。そこで、うちのほうから例えば白老町にシェルター通じて入って

きているのおりますから、その部分についてはうちの保健師も当然精神的なフォローの面とし

て入っていますし、生活の面での生活保護含めてそういったフォローにも入っていると、そう

いう実態もあるということだけでご理解いただけるかなと。ですから、基本的にはそういうケ

ースが発生した場合については継続的にフォローはしていくのだということでご理解お願いし

ます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

          〔３番 西田祐子君登壇〕 

〇３番（西田祐子君） 児童虐待の中に私はネグレクト、育児放棄も大きな問題があると思っ

ております。この辺については、教育委員会というか、子ども課のほうでも結構なのですけれ

ども、どのような認識でどういう状態をネグレクト、つまり育児放棄ととらえていらっしゃい

ますでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  渡辺子ども課長。 

〇子ども課長（渡辺裕美君） 白老町で児童虐待と言われているお子さんのほとんどはネグレ

クトと言われる育児放棄、保護者の育児放棄というケースが多いというふうに押さえておりま

す。当然その状況といいますのは、その世帯、世帯によって格差はあります。ただ、日常的に

例えば保育園なんかに入園をしているお子さんであれば、状況的にある程度１年間を通して子

供の状況が把握できるものですから、その中で保護者とのかかわり、それからお子さん自体の

生活の状況、そういうようなものを見ながら、ここのところにくるとこれは要支援が必要、要

保護の対象になるというようなところをお互いに情報交換しながら、ここまできたらこういう
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手を、こういう方法を進めていこう、それは子供だけではなくて保護者の方も含めてというこ

とになりますが、その辺のところではそれぞれ個々に対応が違うというふうに押さえておりま

す。ただ、状況として把握しているお子さんについては、常にどこかの機関がそのお子さんを

見れる状況をとるような形で情報交換、情報共有しながら対応している状況にあります。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

          〔３番 西田祐子君登壇〕 

〇３番（西田祐子君） ネグレクトというのはいろいろな形があると今おっしゃいましたけれ

ども、例えば私は給食費払わないのも一つではないかなと、児童虐待ではないかなと、私はそ

ういうふうにとらえるのですけれども、そうではないという人もいます。でも、実際に給食費

というのは自分の子供が食べる食材を買うわけですから、自分の子供に食事を与えていないの

と同じようなふうに感じて、ほとんどの親は一生懸命給食費払っているわけです。それを払わ

ないというのもネグレクト、育児放棄だろうと私は受けとめております。こういう親たちに対

して例えば教育委員会というのですか、そういうようなところでもって対応できるのでしょう

か。そういうところの親に対する考え方違いますよと、あなた、お子さんに対してそんな育て

方していいのですか、そういうようなことを教育する機関とかないのでしょうか。これ法務局

まで行かなければだめなのですか。その辺ちょっと教えていただければありがたいなと思うの

ですけれども。 

〇議長（堀部登志雄君）  渡辺子ども課長。 

〇子ども課長（渡辺裕美君） 給食費は別ですけれども、基本的にお子さんの状態でこれは本

当に保護者の方の育児放棄が見られるというのが明確なときには、当然保護者の方に対しての

指導といいますか、まずは保護者の方の状況を把握させていただく。例えば本当に意思がなく

て、ただ本当に意思がなくてそういうようなことをしないという場合もありますし、保護者の

方自体の精神的な疾患、そういうようなものがあって子供にまで向かない、気持ちが向かない、

そういうケースもあります。ですので、それぞれケースが別なものですから、状況が把握でき

た時点でこちらとして、または保健師さんの協力をいただきながら、それから学校の先生方の

協力いただきながら、それぞれの保護者に対応して、理解をして、お子さんに向くようにこち

らのほうとしては指導をしている状況にあります。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

          〔３番 西田祐子君登壇〕 

〇３番（西田祐子君） 児童相談について今回取り上げさせていただきましたのは、やはり子

供たちは私たちのまちの宝ですし、未来を担う大切な人材です。そういう子供たちが健やかに

育つための安定的な支援の確保をするのが私たち大人の役割であり、また自治体の最も重要な

部分ではないかと私は思っております。 

 それで、最後になりますけれども、この子供たちに対する当たり前のことが当たり前に相談

できて、なおかつ解決して、そして健やかに育っていくための総合的な物の考え方というので

すか、そういうようなことができるような例えば人権擁護委員さんだとか、何かそういうよう
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な専門的な方白老町ではお願いしてはいらっしゃるのでしょうか。その辺どうなのでしょうか。

組織づくりも含めて、心の問題とかいろいろな問題も含めて、そういうコーディネーターみた

いな方とか、相談する体制とか、何か今回そういうものがあったらいいなと思ってちょっとお

伺いしてみたのですけれども、いかがでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  今までお答えした部分と若干重複するかなとは思いますけれども、

今のご質問の最後のほうで総合的な相談窓口といいますか、そういうようなお話、物の考え方

といいますか、そういうことがご質問されましたけれども、いずれにしても今の組織体制の中

では保健師に相談するだとか、それから子ども課のほうで対応する職員に相談するだとか、学

校の先生に相談するだとか、そういうような対応をしていますので、それを全部ひっくるめて、

人権擁護委員の話もありましたけれども、白老では５名おります。そういうようなことを事案、

事案によって当然内容が違ってきますので、それ相応の専門分野の方々の相談を受けて、ある

いは違う分野にいくのであれば情報を交換してといいますか、そういうようなことで対応して

いきたいというふうに思っています。すべての事案を一本の窓口でというのは技術的にはちょ

っと難しいかなというふうに思っています。 

〇議長（堀部登志雄君）  以上で３番、西田祐子議員の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩をいたします。 

          休憩 午前１０時５７分 

                                         

          再開 午前１１時０９分 

〇議長（堀部登志雄君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

                                         

          ◇ 土 屋 かづよ 君 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員、登壇願います。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  11番、日本共産党、土屋かづよです。通告書に従い、２項目８点に

ついて質問いたします。 

 １項目め、中学校統廃合について。１つ、アンケートの結果をどのようにとらえているか。 

２つ、統廃合で地域の疲弊が問われているが、まちづくりの観点からどのように考えておら

れるのか。 

３つ目です。統廃合によって財政はどの程度の負担になるのか。 

４つ目で、統合によって予想される問題点は何か。 

５つ目、当時の文部科学省の通達での、当時というのは昭和48年です。通達での地域的意義

はについて、以上のことを質問いたします。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 
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          〔教育長 白崎浩司君登壇〕 

〇教育長（白崎浩司君）  中学校統廃合についてのご質問にお答えいたします。 

 １点目のアンケート結果についてであります。この件につきましては、本間議員のご質問で

お答えしたとおりでありますので、ご理解願います。 

 次に、２点目のまちづくりの観点からについてであります。学校は、地域社会と教育活動を

結ぶシンボル的施設であり、統廃合により地域から中学校がなくなることは地域住民からする

と寂しい思いがあるということは十分理解するところです。まちづくりの観点から申し上げれ

ば、総合計画で位置づけられた各施策を着実に推進していくことと廃校となる中学校の跡地利

用については十分地域と協議していくことが重要であると考えております。 

 次に、３点目の財政負担についてであります。実施計画素案に示しているとおり、学校の維

持管理経費の減及び学校数等の減に伴う普通交付税の減、さらにスクールバス運行経費の増な

ど差し引きで統廃合３年後には約1,100万円の維持費が増になると見込んでおります。また、統

合に伴う萩野中学校の改修等整備費用は約１億1,000万円と見込んでおります。 

 次に、４点目の予想される問題点についてであります。アンケートの結果にもあるように、

通学や新たな友人関係に対する不安が保護者及び児童生徒にあるととらえております。通学に

関する不安については、具体的な不安感を把握し、その解消に努めていくことと、友人関係に

ついては３校とも小学校から中学校へ同じ生徒が進学していたものが中学校で新たな友人関係

を構築していくことに対する不安を抱いているものととらえております。しかし、白老中学校

の例でいえば社台小、白老小、緑丘小の３校から進学し、新たな友人関係を構築しており、こ

のことから当初は戸惑いがあるものと想定されますが、子供たちには順応性があると考えてお

ります。また、統合前に３校の交流などの対応により不安解消に努めていきたいと考えており

ます。 

 次に、５点目の文科省通達の地域的意義についてであります。各学校にはそれぞれ歴史と伝

統があり、特色ある教育活動を実践し、成果を上げてきました。また、保護者や地域住民の理

解や協力のもとに教育活動が展開されており、学校が地域に果たしてきた役割は大きいものが

あると認識しております。しかし、児童生徒の減少は教育活動にさまざまな影響を与えていく

ことが懸念されます。学校は、集団での学びや遊びの場であり、次代を担う子供たちが心豊か

にたくましく育ち、生きる力をはぐくむためにはふさわしい児童生徒数が必要であります。特

に中学校においては、その後の高校、大学、社会人として成長していく過程で向上心や協調性

などを培うための大切な時期であります。そうした視点に立ち、子供たちの教育環境を整備す

ることが大事であると考えており、今後も地域住民の理解と協力を得て進める考えであります。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  11番、土屋です。今日に至るまで白老町が進めてきた教育行政は、

北海道で初めてのことばの教室、森野小学校を特認校として障がいを持つ児童生徒の訓練施設
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として各方面から高い評価を得てきました。また、町内すべての小中学校に特殊学級を設置し

たことは、本当に白老町の教育に対する姿勢の高さを感じ、そして歴史や文化を正しく理解す

る上でのアイヌ文化に対するふるさと学習などを行ってきました。町長初め理事者、教育委員

会の皆さんに敬意をあらわします。ですが、昨年から町内で行われている中学校統廃合に関す

る説明会において、１回目から今回に至るまでの保護者や地域の変化をどのようにとらえてい

るのかをお知らせしていただきたいと思います。私教育の専門ではありません。ど素人でござ

います。今回このアンケート調査も含めて、この質問に至るまでいろいろな資料や聞き取り調

査などをして、総合的判断のもとにまとめました。そのことを先にお伝えして、質問いたしま

す。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  前段で白老町教育委員会が今まで行ってきた教育といいますか、そ

のものを高く評価されて、それを受けてのまたご質問だと思いますが、いわゆる地域説明会１

回目開きました。２回目開きました。それと、アンケート調査も行いましたし、ＰＴＡ懇談会

もやりました。それを受けて、保護者の変化というようなご質問でございます。実務的には私

２回目の地域説明会に出席させていただきました。１回目は、いわゆる統廃合の素案の中身を

説明して、白老町の状況、子供たちの数の状況、それと教育的な効果等々を説明させていただ

きました。２回目もそれに基づいてアンケートの状況を含めて白老町教育委員会が対応する対

策といいますか、そういうものを説明させていただきました。確かに通学の問題、それから友

人関係の問題、その中にはいじめの問題も含めて、保護者のほうでは非常に不安感があるとい

うふうに思っておりますし、数多くの意見が出されました。そういうような状況の中で、昨日

にもお話ししましたとおり、十分保護者、地域がこちらのほうの説明で理解できていると、理

解できましたという状況には今はないのかなというふうな押さえ方をしています。前にも説明

したとおり、もう少し教育委員会のほうで説明資料を含めて、こういうような学校を目指すの

ですよというようなことで理解を得るべく、こちらのほうの説明責任も果たすというようなこ

とでこれからも進めていきたいというふうに思っています。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  11番、土屋です。先日来から同僚議員がこの統廃合についてさまざ

まな質問されていますので、そのアンケートの結果がどうのこうのというよりも、このアンケ

ートから見えてくるものに対してちょっと私触れたいと思いますが、先ほどいただいた答弁書

ですが、１点目の枠の中に今後３校の交流を深めてから統廃合すべきとの意見が多いものとと

らえておりますと書かれておりますけれども、まちのほうからいただいたこのアンケートの調

査結果を見ますと、随分ずれが生じるのではないかなというのが私の見方なのですけれども、

例えば虎杖小学校、中学校、竹浦小学校、竹浦中学校、この中で交流の後に統合すればいいと

いうのと、それと反対であるという、不安である、疑問であるというのが統廃合すべきでない

という人に対して虎杖中学校で19人に対して３名の方です。これは統合してもいいというよう
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な答えです。それから、虎杖中学校ではそれに対して17名に対してわずか４名です。竹浦小学

校ですが、20名に対して８名、それから竹浦中学校が11名に対して９名、こういう調査結果が

出ているわけなのですけれども、これを見た限りではこのアンケートそのものが今後の統廃合

に向けた見直しの資料としてみなしてもよろしいのかどうか。 

それと、回収率が虎杖中学校が59％、それから竹浦中学校が76％となっています。これはア

ンケートの回収率です。非常に格差はあるものの、やっぱり小学校よりも中学校のほうが非常

に関心があると、今回の統廃合について。そういうことで、１回目からの説明会よりやっぱり

具体的に大きな不安とか疑問が出てきているのではないかなと思うのですけれども、そのこと

に関して、この数字も含めてどう思いますでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  今ご質問としては２点ほどあったとは思います。アンケートの調査

結果、そういうものから判断して見直しの資料とするのかというようなご質問です。見直しが

どうのこうのということでなくて、いわゆる保護者あるいは児童生徒が統合にどういう期待感

を持っているかと、それから不安感を持っているかというようなことでアンケートさせていた

だきました。通学に時間がかかる、あるいは友達関係、先ほどと重複しますけれども、友達の

関係で不安があるというような回答が多く出ているというのは、不安感としてはごもっともな

のかなというふうには思います。見直しをするしないではなくて、こういう不安感をどう教育

委員会のほうで対応していくかと。それから、３校ということであれば、そういうことの交流

を深めて、不安感を取り除くような形でどう対応していくかというようなことを対策をどうと

るかということを押さえるために当然こういうアンケートも使わせてもらいますけれども、こ

の結果によって見直しどうのこうのというような形では考えておりません。 

 それから、回収率云々というのは確かに中学校、こちらのほうで示しているのは中学校の話

ですから、中学校の回収率が多くなるのかなとは思いますし、ただ小学校につきましては５年

生、６年生の保護者を含めてご案内、案内通知といいますか、それをさせていただきました。

回収率としては当然中学校のほうが多かったかなというふうな数字は出ていますけれども、い

ずれにしても一年一年進学しますので、小学生のほうもということで保護者、それから児童生

徒を含めてアンケートはさせていただきました。そういうことで、この数字をどうのこうのと

いうよりも、出てきた意見等々の中で不安感を解消する方策としてどうとるべきかというよう

なことで、教育委員会のほうとしては対応を考えていきたいというふうに思っています。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  さきに質問した時点で交流を深めてから統廃合すべきとの意見が多

いということに関してどのように、これはどういうことなのでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  一般的にこういう意見は出るのは当然かなとは思っています。とい
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うのは、今現在も部活の中で３校での部活動、それから２校での部活動もしています。そうい

う中で、違う学校に通っている方々との交流を深めて、友人関係を築く、構築するというよう

なことで１校になったときに少しでも不安感を取り除きたいというのは子供たちの素直な気持

ちなのかなというふうに思っています。そういうことでいえば、部活動に限らず他の活動の中

で交流をしていって、いわゆる友人関係といいますか、そういうような相手を知るというよう

なことの交流は必要なのかなというふうに思っています。保護者についても、それから児童生

徒についてもやはりそういう面でいえば交流を図って、相手を知るというようなことでいかな

ければ、なかなかうまくいかないのではないのかなというような不安があるというふうに押さ

えていますので、そこら辺の学校間の交流を図っていきたいと、そのように思っております。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  11番、土屋です。現在町内の各地域では、町内会の行事や学校行事

も含めて、あらゆる催し物なんかをやっぱり地域の皆さんが本当に幼児から高齢者まで地域ぐ

るみで行われているのです。そういう中での交流がやっぱり地域を活性化させているというふ

うに私はとらえています。そして、その地域に居住する人たちが赤ちゃんから中学生、高校生

までそこに居住しておられる子供すべてを自分の子のように思って、日常の生活の中ではぐく

んでいるわけなのですけれども、今全国的にやっぱり地域が疲弊している。白老町も本当にど

んどん、どんどん子供が少なくなって、疲弊感が毎日募ってくるような状況にあります。その

疲弊している地域から学校がなくなるということは、もっと大きな疲弊につながるのではない

かと思うのです。ましてや私の居住する隣の竹浦では、竹浦の教育にあこがれて、ほかの地域

から来られた方もいらっしゃるわけです。少数意見だからと言われたらそれまでかと思います

けれども、やっぱり人間形成は地域の力がすごく大きいと思うのです。 

これはある市の話なのですけれども、財政破綻を招いて、学校統廃合をせざるを得なくなっ

たと。そして、それは実際に統廃合が行われたと。そうしたら、まちから子供の声が聞こえな

くなってしまった。言う人に言わせれば、年寄りしかいなくなったというのです。そういうふ

うにどんどん、どんどん地域を疲弊させていっていいものかどうか。私はそれに対してすごく

強い懸念を覚えます。そのことに関していかがでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  ご質問の中心が地域のことのご質問です。１答目でお答えしたとお

り学校の地域に対しての果たすべき役割、それは大きいというようにお答えしたとおり、やは

り学校があるということでの、きのうもお答えしていますけれども、声が聞こえなくなるだの

どうのというのは確かにあると、現実的にあると思います。ただ、私は最初に思ってほしいの

は子供たちのことを先に思ってほしいと。果たして子供たちの教育環境がこのままでいいので

しょうかと。20年度に例えば竹浦では１年生は15名です。男９名、女６名です。虎杖中学校、

入学児童20名です。男10名、女10名です。１クラスです。何度も言いますけれども、果たして

子供たちの教育を進めていく上でどうなのでしょうかということを地域もそれは全然否定した
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話はしていませんけれども、地域の大人の判断で、それよりも子供たちの教育環境を考えても

らいたいというふうに思います。きのうも言いましたけれども、やはり影響を受けるのは、地

域から大人たちから影響を受けるということもありましょうし、それは否定するものではござ

いませんけれども、やはり一番影響を受けるのは友達、友人から、勉強のことも、それから生

活のことも一番影響を受けるのは友達からかなというふうに思います。ですから、その友人関

係の構築、幅広い考え方、それと社会性を培うといいますか、そういうことでいえば子供たち

のことを第一に考えるべきではないのかなと、そういうふうに思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  この問題に関して４点目あたりに、４点目、５点目にもちょっと組

み込まれますので、ちょっと財政問題について、３点目の財政問題について入りたいと思いま

す。 

 今年度の予算に萩野中学校の改修費370万円と引っ越し業務委託費が120万円予算が計上され

ておりました。先ほどいただいたこの答弁書では、普通交付税の減、さらにスクールバス運行

経費の増など統廃合３年後約1,100万円の維持費が増になると。それから、統合に伴う萩野中学

校の改修費整備費用は約１億1,000万円を見込んでおりますと答弁されております。これは、恐

らく今国から出てきている交付税の関係があると思うのですけれども、ちょっとこの内訳を知

りたいのと、そうであれば現在虎杖、竹浦、萩野に来ているその交付金がこの統廃合によって

使われることによるのですよね。それが今度一本化されるということになるのでしょうか。ち

ょっとそのことをお聞きしたいのですけれども。 

〇議長（堀部登志雄君）  本間学校教育課長。 

〇学校教育課長（本間勝治君）  交付税の関係で申し上げますと、素案の中にもお示ししてお

りますけれども、まず教育長のほうからご答弁申し上げましたとおり今３校にかかわる維持管

理経費の関係で、素案の20ページに書いてございますけれども、平成21年度から24年度まで

1,900万円ほどかかると。普通交付税の減収につきましては、学校数、学級数等の絡みで、いわ

ゆる激変緩和ということで、21年度に統合したと、したならばということでの素案の中で記載

しているのが22年度には390万円ほど、23年度には1,600万円ほど、24年度には2,300万円ほど交

付税が減りますと。それに加えて、これも教育長のほうから先ほどご答弁申し上げましたとお

りスクールバスの運行経費が約660万円かかると。それらの差し引きで1,100万円の持ち出しに

なりますというご答弁を申し上げたところでございます。それと同時に素案の中にもございま

すけれども、３校を統合するに当たってのいわゆる受け皿として萩野中学校の施設を活用した

いというのが今の実施計画の素案でございます。それの準備費用として約１億1,000万円かかり

ますと。財源まで申し上げますと、国の補助金、それと起債、それと一般財源と。一般財源に

つきましては、地域説明会でもお話ししておりますけれども、教育施設整備等基金を活用した

いというようなことでの１億1,100万円ほどかかるということでございます。 

 以上です。 
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〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  ちょっと私これすごく疑問に思うのですけれども、きのう同僚議員

が財政の質問をされたときに白老町の今の財政危機が今年度はクリアできるけれども、25年度

でピークを迎えるという質問がありました。そうであれば、３年後にこれだけの費用が生じて

くるということになれば、その後はどんどん、どんどん交付税が下げられてくるわけですよね、

今の国の政策でいけば。そうなると、本当にこれだけ費やして統合するだけに見合う事業なの

かなということに私すごく疑問きのう思ったのですけれども、そのことに関してどのようなお

考えを持っていますか。 

〇議長（堀部登志雄君）  本間学校教育課長。 

〇学校教育課長（本間勝治君）  今のご質問で交付税に関してだけ申し上げますと、いわゆる

激変緩和ということで３年後、ですから４年後以降につきましてはいわゆる横ばいといいます

か、それ以上減るということにはなってございません。という見込みではございませんので、

そこはご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  ご質問の中で財政的にというようなご質問だと思います。ただ、地

域説明会でも、それから地域懇談会でもお話はさせてもらっていますけれども、やはり教育的

にどうなのかというようなことを考えて、この統合の素案を説明させてもらっています。逆に

財政的に経費が落ちて、統合することによってこのぐらい落ちるのだよというのであれば、質

問も地域説明会でもありましたけれども、財政のためにやるのかという話が出てきますよね。

そうではなくて、子供たちの教育環境をどうするかということをまず考えたと。ですから、町

長もいろんな施策の中で言っていますけれども、必要なものには必要なお金をかける、節減す

るべきところは節減するというような考え方です。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  財政的なことではないという説明は受けたのですけれども、やっぱ

り教育というのは本当に子供たちを社会に出していくための第一歩のステージであって、教育

予算というのは非常に大事なのです。今回このことでもって先ほど言ったように財政のピーク

を迎えたときに、例えば仮の話です。夕張みたくはならないですけれども、仮になったとした

場合に、ではその時点でどうなってくるのかというのが見えてくるわけなのです。ですから、

そういうことをやっぱりきちっと手だてを打っておかなければならないなということなので

す。 

 それと、もう一つお聞きしたいのですけれども、虎杖中が新しく建築されるまでの経過、そ

してその起債償還の最終年度はいつごろになるのか。これも話によるとと言ったらおかしいの

ですけれども、虎杖中が老朽化で建築が必要となったときに地域住民の皆さんから多額の寄付
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があったと。それで、国からも建設を賄う補助金もついたということで建設に踏み切ったと聞

いておりますけれども、やっぱり統合が現実化された場合に本当に地域の学校を思う住民の皆

さんの感情を逆なですることも出てくるのではないかなと懸念しているのです。 

それと、虎杖と竹浦の中学校、虎杖中学校は建物として残ると思います。竹浦は、どういう

ふうになるかわからないのですけれども、具体的な今後将来を見ての使い道。これは実際私体

験したことなのですけれども、ことしの１月、２月に入ってから、１月だったかな、たまたま

私のところにある方が訪問してこられまして、虎杖浜で農家をやりたいから土地を求めている

のだということで役場へ行って、土木のほう行ったのか、税務のほう行ったのかわからないの

ですけれども、いろいろ調べてきたということで来たわけなのです。そうしたら、何点かあり

ました、町有地が。その中でこういう話を聞いたらしいです。中学校のグラウンドを貸してあ

げますと、そうやって聞いてきたというのです。だから、私それどういうことですかと、今ま

だ子供たちもいるし、グラウンドはそういうものに使う目的のものではないはずですよと言っ

たのだけれども、役場でそういうふうに言われてきたと。真剣にその方話しているのです。そ

の前に中学校の裏のほうに工事の何か広い土地が、工事何でしょう、あそこ。消波ブロックと

か何か置いて、一時保管場所にしているところがあるのです、町有地で。そこを進めたら、そ

こではだめだと言ったのですって。そうしたら、中学校のグラウンドを貸してあげると言われ

たそうです。その辺のことちょっと真意をお聞きしたいと思いまして、実際にそれがあったの

か、そういう話が。 

〇議長（堀部登志雄君）  高畠経営企画課長。 

〇経営企画課長（高畠 章君） まず、私のほうから虎杖中の建設費と、それから償還年度、

その辺ちょっと今手持ちのデータございませんので、後ほどすぐ調査してお答えしたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  ご質問の中で、いわゆる学校の活用といいますか、そのような話が

ありました。これも素案でちょっと示していますけれども、いわゆる国庫補助金の返還を要し

ない社会教育施設、または福祉施設等としての活用の方法を検討していきますというようなこ

とで素案でお示ししているとおりです。今の現時点で具体的にということは、それはまだ全然

協議しておりません。 

 それと、３点目になりましょうか、グラウンドの話ですが、これは全然情報もわかりません

ので、答弁のしようがございません。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  でも、その方から私しっかり名刺もいただきまして、役場でそうい

うふうに言われたというのです。それで、地域の土地の話だから、役場でもって地域に土屋と

いう議員いるから、そこのうち行って相談してこいと言われたのです。何回もその方来ている

のです。結果的にはあの辺の土地は湿地だということであきらめられたのかどうかわからない
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のですけれども、そういう話があったというのは事実です。わかりました。 

 それでは、続けます。先日テレビの問題で統廃合問題を放映していました。その中で、全国

的に見て北海道の小中学校の統廃合が突出していると。その原因は何なのか、教育委員会のほ

うで分析されたならされたで、その結果がわかれば知らせていただきたい。 

 それと、説明会でいただいた資料ありますね、アンケートのとか。それを見る限りでは、何

かすごくメリットばかり書かれているようなのです。こういう場合はこうしますとか、対応が

どんどん書き連ねてあるのですけれども、デメリットが全然見えてこないのです。私は、こう

いう統廃合に関しては大人数の学校がいいのか、少人数の学校がいいのか、いいとか悪いとか

と言えないのです。どっちにもメリットもデメリットもあると思うのです。やっぱり今回デメ

リットとして、小さい学校だとこうだ、大きな学校だとこうだとかと書かれていますけれども、

本当にどちらにしても同じリスクが生じるのではないかなというのが今回のアンケートから見

えてくるわけなのですけれども、そのメリット、デメリットに関してはどのようにとらえてお

りますでしょうか。一応答弁書にはいろいろ書かれていますけれども、もう少し詳細に詳しく。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  １点目の北海道が突出しているというようなお話でした。数字的に

は自分のほうは押さえていませんけれども、ただ近年北海道で、あるいは白老の近郊でといい

ますか、統廃合を実施している地域もございますので、そこら辺の情報は後でご提供申し上げ

たいというふうに思います。ただ、総論としては、やはり児童生徒数の減少、少子化による減

少といいますか、そういうことでいかに教育効果を上げるかというようなことを考えたときに

統廃合を選択するといいますか、そういうようなことになったのかなというふうに思います。 

 それから、メリット、デメリットの話です。地域説明会のときに資料として出したのは、例

えば小規模校だからこういうメリットがあるよ、デメリットがあるよだとか、それからクラス

がえができる規模になるとこうだよというようなことで、地域説明会に出したのはそういうこ

とではなくて、アンケート等々の中で保護者、児童生徒が不安になっている、そういうことは

どうするのだ、ああするのだということに対して教育委員会としてこういう対応しますよと、

だからスクールバス出しますよとか、先ほど言った統合前には交流をやりますよとか、そうい

う対応策をそれにお示ししたというふうなことでございます。それで、小規模校のメリットと

かデメリットとかということでなくて、小規模校には小規模校の当然メリットがあると。言わ

れているのは、やはり目の行き届いた教育だとか、それから一体感が出るだとか、それから学

年の壁がなくて、上の者が下を見るというようなことも小規模校なら小規模校にできるメリッ

トと、これはあると。それは全然否定する話でもないよという話はしました。ただ、小規模校

がゆえに達成しにくい教育上の目標があるだろうと。大規模校という表現はしません。統合し

たとしても２クラスですから、全然大規模校ではないです。そういうことでいうと、そういう

クラスがえをできることによって得れる教育効果とか、そういうことが必要でしょうと。だか

ら、メリット、デメリットということでなくて、今のある部分からもう少し教育効果を上げる

ためには適正な人数の児童数が必要ではないでしょうか、こういうふうになったときにこうい
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うような教育指導体制もできますよというようなことを説明していきたいし、そういうことが

ちょっと不足していた部分あるのかなと思いますので、その前の答弁で言いましたとおりこち

らのほうとしても保護者、それから児童生徒も含めてわかるような資料の中で考え方を説明し

ていきたいというふうに思っています。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  11番、土屋です。昭和48年に当時の文部科学省が出した統廃合の通

達があります。それ以降その統廃合に関してはほとんど変化はありません、この通達の。おわ

かりにならない方もいらっしゃると思いますので、ちょっと読ませていただきます。１つ、学

校規模を重視する余り無理な学校統合を行い、地域住民との紛争を生じたりすることは避けな

ければならない。１つ、小規模学校には教職員と児童生徒との人間的な触れ合いや個別指導の

面で教育上の利点が考えられるので、総合的に判断した場合小規模校として充実するほうが好

ましい場合もあるということに留意すること。１つ、学校統合を計画する場合は学校の持つ地

域的意義などを考えて、十分に地域住民の理解と協力を得て行うよう努めることとありますが、

実際にこの地域住民の理解を求めるために今説明会をやられているわけですけれども、私この

通達を読めば何も今の統廃合急ぐ必要性はないのではないかなと思うのですけれども、その点

いかがでしょうか。教育的な観点からすれば、子供のことから考えるのであれば早くしなけれ

ばならないということはわかるのですけれども、その辺のお考え。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  今ご質問の中に出ましたけれども、昭和48年の通達、私のほうも見

ました。ここで言われている部分はそのとおりだというふうに思います。ここに書かれている

とおり、十分に地域住民の理解と協力を得て行いなさいよというようなことで、具体的には先

ほど言われた部分が留意事項といいますか、そういうふうに言われています。当然古い通達で

すけれども、その後考え方は基本的には変わっていないだろうというふうに思っていますので、

自分たちもこういうことを基本的なスタンスとして、地域住民とは十分話し合うというような

スタンスで今回も説明会を開いております。なぜ急ぐということでなくて、今の状況からする

と子供たちがもう１けたになりますよというような状況ですから、早く教育環境を整えてやる

ことが教育委員会として、白老町として必要ではないでしょうかということでございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  11番、土屋です。今の教育長の説明も非常にわかりやすかったので

すけれども、先日教育委員会のほうからいただいた資料があります、管内の統廃合した中学校

のです。これを見ますと、平成22年には伊達で新設がされるということで、３つの中学校が統

廃合されるのでしょうか。この数字を見ますと50人規模の学校ってないのです。24人というの

が、これは登別温泉は廃校になりましたからいたし方ないにしても、７名、８名、１名、６名

とか、森野が１名ですね。そういう中で、50人規模の学校は統廃合されているケースはないの
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です。だから、私先ほど教育長のおっしゃられたこの竹浦と虎杖の子供の数ですか、これ見ま

すとそんなに無理はないのでないかなと、この何年間ずっとたどってきますとする必要性ない

のでないかと思うのですけれども、その辺いかがでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  資料でお話しされておりますけれども、50人以下のものがないので

はないでしょうかということでしたっけ。 

          〔「50人規模の統廃合」と呼ぶ者あり〕 

〇教育長（白崎浩司君）  資料は平成９年、14年、15年といいますか、各市町村ごとで統廃合

を実施した年の学年別生徒数を押さえていますよね。その中ではやはり少ないところもあれば

多いところもあると。そこそこの事情によって多くても実施したというのはあるのかなと思い

ます。 

ただ、素案で示しているとおりと先ほど説明したとおり、学校でいえば50名だとか40名だと

かというのは竹中でも虎杖中でも、学校全体でいえばです、確保されますが、各年でいえば15名

だとか20名だとかという話です。先ほど言ったとおり、来年の20年度の１年生は竹中では15人

と、それから虎杖中では20人と。それを男女別にすると先ほどの９名、６名、10名、10名とい

うことになるものですから、今の小学校の児童数も押さえていますけれども、その後こういう

１けたになる、それから児童数が減る、そういう状況からすると素案で示したような考え方で

なるというふうにこちらのほうで押さえています。いろいろ資料をお示ししたとおり中学校の

その地域事情等々で多い人数のときに統合している、少なくなってから統合しているというの

はありますけれども、それは地域、地域の事情で、すべては全部押さえていませんけれども、

基本的な考え方は白老町としてはこういう人数で教育的効果を上げるにはどうしたらいいかと

いうことの考え方でご説明しているところでございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  11番、土屋です。いろんな部分で教育環境を整備することはとても

大事なことなのです。ただ、中学生ともなりますともう本当にこれから思春期に入っていく一

番大事な時期なのです。そういう中で、今までと校区が変わって、校区が広くなって、そして

その中での指導の困難性も出てくると思うのです。先日来お話をお聞きしたときに、町内の中

学校の教師の方も要するに心的な病で学校に来られなくなっている先生がおられるとお聞きし

ましたけれども、そういうふうに今までの体制の中でやられていても今のこの国の教育施策、

仕事全うしようとしたら、もっともっとやっぱりそういう困難な問題が起きてくるのではない

かと思うのですけれども、それでなくても今の教師の方々は夜８時、９時まで学校で残業して

いるわけなのです。そういうことも考えると、非常にやっぱり不安も感じるわけなのですけれ

ども、その点はいかがでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  押さえてほしいのは、３校統合して大規模校をつくるという状況で
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はないのです。白老中よりも少ないのです。それと今言われた仕事が７時まで８時までかかる、

ストレスを抱えている、心身的故障があるということはまた別な対策といいますか、別なこと

でそれは対応していくと。例えばこれが大規模校になって、子供たちの目が行き届かないとか

なんとかという問題があるのであれば、それは聞く状況になるとは思いますけれども、今３校

統合して白中より若干少ない人数ですので、今町内にもそういう学校がありますから、そうい

うような対応は十分できるというふうに思います。ただ、今言われた部分の学校の先生方の精

神的なことだとか業務量だとか、そういうものは統合とはまた別にその対応はしていかないと

だめだというふうに思っています。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  11番、土屋です。実は、私も地元の小学校、中学校の卒業式、入学

式に出席させていただいています。これは、是か非か皆さんの判断もおありだと思いますけれ

ども、毎年卒業式のたびに泣かずに帰ってくることはないのです。本当にことしの虎杖浜の中

学校の卒業式も地域の皆さんと先生と子供たちみんなが一体化して、本当に子供も教師も別れ

たくないというような、そのようなすばらしい卒業式が行われているわけなのです。先生も涙

なくしては語れないというような、子供たちも感謝の言葉を言うときにやっぱり先生方の対応

がよかったということで進められているのです。虎杖浜の松田教育委員が出席されていました

けれども、やっぱり本当に地元を大事にするというか、地域の子供たちが地域の人たちで包み

込むという、そういう温かい教育が行われている学校も実際たくさんあるわけなのです。私は、

その中で本当にこの虎杖浜の学校も大事にしていきたい。ただ、その統廃合に対してはいいと

か悪いとかという結論は私自身出せませんけれども、従来の白老町におけるすぐれた教育行政

において最初の質問で評価いたしました。しかし、今回の統廃合問題は、昭和53年の小中学校

適正配置検討委員会ですか、それが今日に至るまでに長い時間が経過してきたわけなのです。

適正配置の適正とはどういう基準があるのかわかりませんけれども、ある文献によりますと人

口8,000人程度の住民に１校の中学校があることが効率的であるとされているという理由もあ

りますので、それに基づいて白老町２つなのかなと思って見たわけですけれども、これもとも

と昭和48年から50年の当時昭和の大合併というものが行われて、その中でいや応なく学校が統

廃合されたという経過もあるわけなのです。私は、どうもいろんなものを読んだり見たり聞い

たり、教育委員会からのお答えを聞いたりしていても、すべてが教育的見地から出されたもの

とはどうもとらえられないのです。教育的な見地から出されたものとわかるのですけれども、

すべてがそうなのかなというのがちょっと見えてこないという部分もあります。どうしても行

政のほうの、自治体の行政効率化も含まれているのではないかなと思うのですけれども、やっ

ぱり子供の一生を左右するかもしれないこの今回の統廃合問題なのですけれども、あと１年し

かないわけなのです、実質的に。その限られた１年、12カ月の中で本当に保護者とか地域の皆

さんを説得できるのかなというのが私非常に不安なのです。 

 最後に町長に伺います。この質問これで終わりにしますので。もし仮に、教育問題って長く
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なると大変なものですから、仮にこの３地域のどこか１つの地域が圧倒的に反対だと、なかな

か教育委員会も説得できないとなった場合にはこの計画そのものを先延ばしするお考えはおあ

りになるのかどうか、そのことをお聞きして統廃合問題終わらせていただきます。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 確かに地域の中で議論するのも必要だと思うのですが、教育長言って

いるとおり子供中心で、子供の教育環境からとってどうなのだということを今議論しているわ

けです。ですから、その後に地域の話が出るのです、私としては。では、来年やって、ことし

の子供はいいのかとか再来年だったらいいのかと、教育というのはそういう問題ではないと思

います。 

それで、子供のころから私も小学校、中学校スポーツやっていました。今はサッカーとか野

球とかいろいろありますが、それによって自分も人間形成された部分があります。私は、皆さ

んそうだとは言いませんが、結構そういう仲間だとか友情だとか友人、それで案外培われてく

る部分があるのですが、その辺もトータル的に考えてどうなのかと。要するに絶対統合しない

ほうが教育環境としてはいいのですと、絶対地域の人が将来の二十まで、大人まで私たちがき

ちっと責任とりますからというのだったら議員の言うとおりになります。まず、本当にこれは

メリット、デメリットあるのです。ただ、集団生活によってやはり培われるものがあるのです。

前も言ったのですが、今の社会がきれいなものであればいいのです、すべて。いじめも、大人

の世界だっていじめもあるし、足も引っ張るやつもいるし、いっぱいいるのです。ですから、

そういうものに対して集団生活の中で免疫というのが必要なのです、大人になるまでの間で。

ですから、そういう免疫だとか人間形成をはぐくむ上ではやっぱり集団の中である程度鍛える

ということなのです。鍛えられたり、忍耐だとかそういうものをやっぱり育てないと今の社会

では生きていくの難しいのではないですか、今の世知辛い。これは、世の中がきれいな社会で

あれば私もここまでは実は言いません。ですから、その一人の子供が大人になるまでのことを

考えた場合に、今の統合というのは避けて通れないのかなと。それで、３つの学校を統合して

大規模校になるわけではないのです。クラス２つなのです。ですから、我々としてはありきで

進めているわけではございません。ＰＴＡから、子供たちからみんな違いますということであ

れば、これはもう議員の皆さんとまた相談しながら、教育委員会もそうですけれども、また議

論をしなければならないのかなと思っています。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  それでは、次に入る前にここで昼食の休憩に入ります。 

          休憩 午後 ０時０６分 

                                         

          再開 午後 ０時５９分 

〇議長（堀部登志雄君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 11番、土屋かづよ議員の一般質問を続けます。 

 11番、土屋かづよ議員、どうぞ。 
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          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  11番、土屋です。続いて、２項目め、消防について３点ほど質問い

たします。 

 まず、１点目、現在国が消防広域化を進めようとしていますが、東胆振地域においての白老

町の位置づけはどのようになっているでしょうか。 

 ２点目、広域化でのメリット、デメリットはどのようなことがおありでしょうか。 

 ３点目、救急業務と職員の高齢化対策について伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

          〔町長 飴谷長藏君登壇〕 

〇町長（飴谷長藏君） 消防について、広域化と職員の高齢化対策のご質問にお答えいたしま

す。 

 １点目の現在国が消防広域化を進めようとしているが、東胆振地域においての白老町の位置

づけはであります。国は、平成18年６月に消防組織法の一部を改正し、消防の広域化を積極的

に推進することとしました。それを受けて、道では現在の消防本部の管轄面積や人口及び火災

や救急件数などあらゆるデータを分析し、有識者会議や各種研修会において検討を重ねた結果

昨年末に広域化の案が示されました。それによりますと、これから消防業務は高齢化の進展な

どに伴い救急業務の増大が予想されることから、道の第２次保健医療福祉圏の21圏域を基本と

して組み合わせを行うことが望ましいとされ、白老町は苫小牧市及び胆振東部消防組合と広域

化を図ることで位置づけされました。今後は、この案をもとに各市町村での多くの課題を検討

し、最終結論を出すこととなっております。 

 ２点目の広域化のメリット、デメリットはでありますが、メリットとしましては消防組織が

統合され、規模が大きくなることで火災等発生の初動から適正な消防力を判断して、必要規模

の消防隊を即座に投入できること及び消防署の設置場所を広い地域の中で適正に編成すること

で到達時間の短縮や経費の節減が図れること、さらには消防本部機能が統合されることで本部

に勤務する職員を現場活動要員に振りかえ、現場体制の強化が図れるなどが挙げられます。デ

メリットとしては、119番の受信や出動命令を行う指令部が消防本部所在地に移行され、地元か

ら離れることで災害現場の把握や出動に支障が出ることのないよう十分な対策をとる必要があ

ります。 

 ３点目の救急業務と職員の高齢化対策はであります。本町の消防職員の平均年齢は42歳で、

年齢構成は40代が37％と一番多く占めていますが、消防はその特殊性から年齢のバランスが重

要と考え、少数ながら計画的に新規採用を行っています。なお、高齢化対策としましては、ホ

ースや空気呼吸器などの消防用機材の軽量化を図るとともに、健康診断の実施や各種訓練を通

じて体力の維持、増強に努めております。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 
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〇11番（土屋かづよ君）  11番、土屋です。昨年庁舎が新築され、その仕事の内容はますます

町民から安心、安全なまちづくりに寄与すると期待されています。災害に強いまちづくりとし

て消防の果たす役割は甚大なものがあります。昨年国が消防広域化推進計画素案を出し、都道

府県や市町村の意見を聞いて計画案にまとめて、パブリックコメントを得て、年度内に確定し

ようとしていますが、素案では広域化は市町村が自主的に行うものとしております。それで、

広域化によって消防の対応力の低下を招かないようにしなければならないとしていますが、市

町村の自主性と言っていますが、白老町としては今後この広域化に参加する方向でいるのか伺

います。 

〇議長（堀部登志雄君）  前田消防長。 

〇消防長（前田登志和君）  白老町の消防の広域化についての考え方という質問と思われます。

今議員がおっしゃられましたように昨年末に北海道から案が示されまして、うちのほうでもこ

れから、ことしの４月からこの組み合わせをいただいた市町村と具体的な協議に入っていくと

ころであります。白老町としましては、総体的に考えましたら、ここのまちの消防力がない部

分、例えば消防の化学車ですとかはしご車、また特殊な高度の消防資機材、そういうふうなも

のがほかのまちの消防と共有できるということになれば、総体的に考えとしては消防力が向上

するというふうな今現在では考えを持っております。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  今の消防長のご答弁の中に化学車とかはしご車がないから、ほかの

ところと広域化をとれば非常にそういうメリットがあるというようなことを伺いましたけれど

も、白老町の考え方はそうでしょうけれども、ほかの市町村の首長さんのお話では単独消防で

十分やっていけるとおっしゃっている方もいらっしゃいますし、それなりの設備があるから十

分やっていけるのだ、今のところ不十分ではないのだと言われている首長さんもいらっしゃい

ます。国が言うほどの困難性もないので、広域化を必要としないという意見も大分出ているよ

うなのですけれども、国が示している小規模消防というのはどの程度の消防力なのか。その中

で、白老町はどのような位置にあるのかを伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  前田消防長。 

〇消防長（前田登志和君）  国では今回の広域化によりまして人口30万というふうなエリアに

基づいて広域化を図ろうとしております。ただ、北海道の場合でしたら、人口的にはそういう

ふうになっていましても管轄面積が広大になりますので、北海道の案としてはその人口にとら

われることなく、そういうふうな管轄面積ですとかいろいろな部分も、あと医療関係、救急関

係の部分も考えた中で組み合わせをしたということになっております。今68あります消防本部

を21という形にしたのは、そういうふうな部分の考慮からであります。 

 今質問にありました各首長さんたち、市町村によっていろんな考え方があるということでご

ざいますが、ことしその道の案に基づきまして全道の市町村対象にアンケートを行っておりま



        － 344 － 

す。例えば消防の広域化について必要性、これは必要だと回答している市町村が北海道で87.2％

あります。必要ないというのは12.8％です。ここを分析しましたら、消防の広域化、なぜ必要

がないのかという市町村は、今のままで十分将来的にもやっていける機動力があるということ

で、あえて広域化にしなくてもいいというところと、必要であると答えた市町村についてはこ

れから少子高齢化というような部分、財政面とかということで、広く広域にして助け合って消

防業務をやっていかなければ何らかの不安を感じるということになっております。 

〇議長（堀部登志雄君） 11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  今の体制で十分ではないということですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  前田消防長。 

〇消防長（前田登志和君）  その災害の規模にもよりますけれども、今の体制、例えばこれは

災害の規模によるところなのですけれども、これから将来的にいろいろな高度化ですとかそう

いうことを整備していかなければならないということで、今はそれでやっていっているわけで

すけれども、将来的な展望をしたときにそういうふうな広域化をすることが望ましいという考

えです。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  11番、土屋です。素案の中には救急業務の出動件数が全体の４割と

いうことで出ていましたけれども、白老でも最近特別大きな災害もないですし、大きな火災が

発生しているわけでもないです。幸いにしても死亡事故も減っております。その中で、やっぱ

り今高齢化社会に向かっていて、救急業務が非常に煩雑になってきているというふうに見えて

おりますけれども、現在苫小牧とか登別ともいろんな意味で救急も含めて連携をとっておりま

すよね。それを考えた場合に広域化する必要性がどこにあるのかなと私は思うのですけれども、

そのことに関してどのようにお考えになっているか教えてください。 

〇議長（堀部登志雄君）  前田消防長。 

〇消防長（前田登志和君）  議員おっしゃられますとおり、今でも隣のまちといろんな部分で

消防の応援態勢はとっております。それは一つの別な組織でありますから、そこのところに出

動を要請するとかといった場合にはそれなりのやっぱり時間もかかりますし、手はずを踏まな

ければならないということであります。これが広域ということで１つの消防組織になりました

ら、119番の受け付け時点からそこら辺の編成といいますか、そういうのが即座にできて、組織

が同じになりますので、スピーディーに対応ができるというメリットであります。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君） そうなりますと、この答弁書の中でデメリットとして119番の受信や

出動命令を行う指令部が消防本部所在地に移行され、地元から離れることで支障が生じること

があるということを想定して、十分な対策をとる必要がありますとなっていますけれども、実
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際にそういう可能性はあるのかどうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  前田消防長。 

〇消防長（前田登志和君）  この広域化によりましてデメリットといいますか、消防の活動に

大きな支障が出るということであれば、それが改善されないのであればこの広域化ということ

はやるべきではないと私は思っております。これはデメリットということよりも、これは改善

をできる問題点であります。例えばこれ警察もそうなのですけれども、今110番をしたら地元に

入らなくて遠いところで入ってきております。これは、文明の利器といいますか、発信点表示

というのがありまして、コンピュータでどこの電話からかかってきたか、今携帯もＧＰＳとい

うのがありまして、そういうふうなものでどこからかかってきたかというのが即座に地図にあ

らわれるようなシステムがかなり今構築されております。ですから、そういうふうな意味で、

デメリットということでありましたけれども、これは改善できるちょっと問題点として挙げさ

せていただきました。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君） 11番、土屋です。今110番の話も出ましたけれども、実際消防という

か、救急車、119番も今同じような方式とられていますよね。119番かけると白老町の消防にか

かるのでなくて、どこかで統括されているところからきますよね。 

          〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇11番（土屋かづよ君）  違うのですか。白老町にかかってくるのですか。そうですか。何か

そんな記憶があったような記憶したのですけれども。 

 この素案の中では、財政の運営面でも指摘していますけれども、今大抵消防の場合運営する

部分で自賄い方式、それがとられているということで、解決すべき重要課題に挙げて、その解

消を示しているとなっていますけれども、本来各自治体がみずからの自治体の消防力の整備や

運営はやっぱり財政的に自賄い式にとるということが当然あり得ることなのです、すべてがす

べてではないかもしれないですけれども。広域化問題と財政問題というのは全く別なものでは

ないかなと私は思っているのですけれども、このことに関して自賄い方式をすることによって

国から来る交付金とかというのにやっぱり制約があるのでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  前田消防長。 

〇消防長（前田登志和君）  この自賄い方式という言葉についてちょっとご説明をいたします。 

 今組合消防といいますか、広域消防でやっている消防もあります。胆振でありましたら胆振

東部消防組合、また西胆振消防組合、こういうのがもう既に町村が集まりまして組合、広域消

防を形成しております。その中で、その組合の消防の運営の仕方なのですけれども、そういう

ふうに連携して組合でやってはいるのですけれども、そこの財政事情から、例えば安平でした

ら安平の消防のいろいろ職員の問題ですとか給与の問題ですとか、例えば消防車の整備ですと

か、そういうのは自分でそこのところやっていくと。組合はしているのですけれども、自分で
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やっていくということになりましたら、広い意味での人事異動ですとか、そういうふうないろ

いろ給与の問題ですとか、そういうふうなことができなくなって、せっかく広域を組んでもそ

このところでまだ各自治体によって束縛されるということがありますから、そういうことはな

くして全く別な組織にして、負担金を入れて、その中の組織の中でいろいろと人事交流ですと

か車の整備だとか、そういうふうなことを考えていこうと、これが自賄い方式を解消するとい

うことであります。交付税につきましては、これはこれからの状況でも変わってきますが、今

すべては各市町村に入ってきていますけれども、これから組合独自に交付されるということも

検討はされている状況になっております。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  今ちょっとその交付金の話に変わるのですけれども、例えば広域化

された場合に、例えばの話です。東胆振をまとめた場合苫小牧に本部を置くとしますよね。そ

うすると、当然白老は出張所か支署か、格下げというのでしょうか、そういうような形になり

ますよね。その場合は広域化された本部、全体に交付金が来るのでしょうけれども、一応本部

に来て、それがあちこちに配分されるという方式になるのですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  前田消防長。 

〇消防長（前田登志和君）  その財政的なまた負担金ですとか、そういうふうなかかる経費で

すとか、署所の配置ですとか、それにつきましてはこれから平成24年までかけていろいろと検

討していく課題でありまして、今どういうふうな形になるのかというのはちょっとまだ申し上

げる段階ではないということでご理解いただきます。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  11番、土屋です。消防力の強化というのは大変重要なことです。今

現在全国各地の消防の職員さんの充足率なのですけれども、ちょっと文献で調べましたら、充

足率全国平均は75％なのです。その中で、これは総務省が発表しているのですけれども、白老

町の場合平成12年に充足率が54.5％、15年に62.2％、18年に60.8％と何か３年ごとの調査の結

果を見るとどんどん減っていっているような気がするのですけれども、白老町で長い間60％台

という低い水準で推移していっているというその原因は何なのでしょう。また、それを全国平

均まで引き上げることは可能なことではないのでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  前田消防長。 

〇消防長（前田登志和君）  この消防力の基準の数値なのですが、以前は消防力の基準という

ふうな名称でしたが、数年前に消防力の整備指針というふうに名前が変わっております。これ

は、見方としては目標とすべき数値ということで、基準というよりも数値の見方については少

し甘くなってきたのかなというふうな、目標とすべき数値というふうなとらえ方になってきて

おります。 

おっしゃられますように本町の場合六十数％という状況でありますが、この基準になる数値
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どのようにしてつくるかといいましたら、例えば消防車に乗る人間は５人ですよと、救急車は

３人ですよ、また救助工作車は何人ですよ、通信機能は何人ですよ、予防の要員は何人ですと

か、すべて専従という形で積み上げをして足してきた中で白老町については八十何人とか、そ

ういうふうな数値になっております。しかし、うちだけではありませんけれども、いろんな消

防の状況、特に小規模消防においては一人で何でもやらなければならないのです。火事あった

ときには火災にも行かなければならないし、僕は救急だから火災知りませんよということには

ならないわけです。その傍ら通信にもつかなければならないし、予防業務もやらなければなら

ないというふうな状況ですから、デスクワークで、デスクといいますか、机上の出す数値とは

ちょっと乖離があるという、そういうふうなところからこういうふうな水準になっていると、

それが大きな原因であります。 

          〔「全国平均まで上げることはできないんでしょうか」と呼ぶ者 

          あり〕 

〇消防長（前田登志和君）  全国平均に上げると、今私が申しましたようにそれが効率的と私

は思っておりますけれども、方法をとって対応しているということですので、身の丈と言った

らちょっと違うのかもしれませんけれども、火災とかいろいろな出動件数ですとか、そういう

形でマルチ的に職員が対応できるということで行っている状況でありますので、その数値を上

げるといいますか、努力は必要だと思いますけれども、実情に合わせているということでご理

解をいただきたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  11番、土屋です。先ほども言いましたけれども、ますます高齢化が

高まっていくということで、救急業務も今まで以上にやっぱり忙しくなってくるのではないか

と思うのです。先ほどの答弁書を見ますと、町の消防職員さんの年齢も平均年齢が42歳となっ

ております。私たちが思うには、本当に特殊な業務を行う特異な仕事だと思うのです、私たち

は、思っているのは。その中で、やっぱりどんどん、どんどん消防職員さんの高齢化率が高ま

っていくのでないかなという部分と、あとことしも１名ですか、消防職員さん、２名ですか、

お入りになったということで、そういう中でいろいろ消化していっていると思うのですけれど

も、単純に計算すると今50人体制で、白老町の人口からいうと１人の職員さんに４人の命かか

っているわけですね、本当に単純な計算ですけれども。そうなると、やっぱりもっと若手の職

員さんの増員を図ることが必要なのではないかなと思われるのです。満期退職等によってやめ

られる方もいらっしゃるでしょうけれども、その中でもやっぱりもう少し平均年齢を高めると

いうことも含めて増員を図る必要性がないのかなということで先ほども聞いたのですけれど

も、現在の消防の体制で、人員の体制で、実際この白老町救急業務、出動件数も相当ふえてい

ると思うのですけれども、社台から虎杖浜まで万全にこなしていけるのかどうか、それちょっ

とお聞きしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  前田消防長。 
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〇消防長（前田登志和君）  消防職員の高齢化というのは、これは全国的な悩みであります。

ただ、消防職員一般的には60歳で定年を迎えますが、私は例えば60歳の職員、これが消防活動

に従事できないような高齢かといったら、私は大丈夫だと思います。そのために、年齢ではな

くてやはり健康管理も、消防職員としてその仕事を全うするための健康管理も必要でしょうし、

体力の増強も必要でしょうし、また健康診断等で自分の体は守っていかなければならないでし

ょうし、また救急隊員についても今感染症が大変問題視されておりますので、よく昔から見た

らおわかりと思いますけれども、隊員は必ずマスクをしたり、グローブをつけたりして、そう

いうふうな部分でいろんな部分で病気にならない健康な体づくり、これは勤務の中でも行って

おります。ですから、確かに高齢化ということは高齢化なのですけれども、ただその高齢者以

外でも病気といいますか、どうしてもこれは人間ですからあります。そういうふうな部分につ

いては通信勤務等について、治るまでそういうふうな仕事をさせるとか、事務の仕事をさせる

とか、そういうふうなことをしておりますし、少なからずと言ったらあれですけれども、若手

の採用をしていただいているということで、計画的にやっていただいておりますので、そのよ

うな体制で行っているということでご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  なかなか大変な中で消防の皆さん頑張っておられます。今回の広域

化に絡んでですけれども、実際に新規で採用した職員さんの場合に、一人前と言ったら変です

けれども、いろんな業務があると思うのですけれども、今消防、レスキューもやっていますよ

ね。そういうことも含めて大体訓練期間というのはどのぐらいで出動ができるというか、時間

的にどのぐらいかかるのでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  前田消防長。 

〇消防長（前田登志和君）  消防に入りましたら、まず消防学校の初任教育課程というのに行

きまして、そこで本当に基本的な消防の勉強、訓練を行ってきます。これに６カ月かかります。

その後現地に帰ってきましていろいろな訓練を重ねますので、約１年間、それで一人前と言う

かどうかはわかりませんけれども、現場に出る部分に関してはそのぐらいの教育期間が必要と

されております。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  なかなか訓練も大変そうで、１年間ということで、それでも本当に

救急とか緊急のことに対応するには大変な仕事だなということは改めて認識しましたけれど

も、本当に先ほども私言いましたけれども、いろんな意味も含めて今回の消防の広域化に市町

村消防の原則に立って行われるものとして私は希望しております。そのことも含めて、今後消

防の皆さんの本当にご活躍を期待しながら、この質問を終えます。ありがとうございました。 

〇議長（堀部登志雄君）  土屋議員、先ほどの第１項目めの答弁保留している部分がありまし

たので、それをここで答弁してもらいます。 
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 高畠経営企画課長。 

〇経営企画課長（高畠 章君） まず、虎杖中学校の建設費でございます。それは、全体で７

億460万円という数字になってございます。この内訳としまして、校舎、屋体で５億9,954万円、

外構で4,523万円と、このようになってございます。その他既存校舎の解体費だとか若干含まれ

てございます。そして、償還期限ですけれども、平成24年までが償還期限で、償還期間は25年

ということで、年平均約1,700万円ぐらいの償還となってございます。その結果残金があと

8,500万円ぐらい残っていると、このような状況になってございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  特にこれについて質問よろしいですか。 

〇11番（土屋かづよ君）  はい。 

〇議長（堀部登志雄君）  それでは、以上をもちまして11番、土屋かづよ議員の一般質問を終

わります。 

                                         

          ◇ 松 田 謙 吾 君 

〇議長（堀部登志雄君） 続きまして、通告順に従って、12番、松田謙吾議員、登壇願います。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） 12番、松田です。財政再建と20年度決算、赤字再生団体回避の見通し、

21年度以降の財政の見通しについてお伺いをいたします。 

 昨年の３月６日、突然と夕張市の赤字倒産が報道され、驚きでありました。昔から親方日の

丸と言われていた役所、自治体が一般企業のように赤字で破産、倒産をいたしました。それ以

来国は自治体のすべての財政状況をわかりやすくするために、実質赤字比率、連結実質赤字比

率、実質公債費比率、将来負担比率の４つの数値の度合いでわかるように19年６月、自治体財

政健全化法を制定され、白老町の財政状況は道内ワースト５位と報道され、町民に明らかにな

ったわけであります。18年度連結実質赤字26億7,000万円、総額368億3,400万円の借金、改めて

驚きと先行きの不透明を心配しているわけであります。きのうの同僚質問でもありましたが、

町民１人当たり180万円を超える、だれもが愕然と、ため息の出る額であります。そこで、町民

の思いは第２の夕張になりたくない、何とか財政再生団体は避けてほしい、こういう願いであ

ります。20年度執行方針では、財政再生団体への転落は現段階では回避することが確実と言わ

れているが、赤字再生団体回避の見通しについてお伺いいたします。 

 ２点目の連結実質赤字比率の見通しイメージグラフによれば、20年度決算、21年度決算は何

とかクリアできそうであるが、23年度以降25年度をピークに財政再生基準30％をクリアするこ

とは難しいのではないかと思うのです。21年度以降の財政再建計画と引き続き赤字再生団体回

避の財政見通しについてお聞きしたい。 

 ３点目、再生団体回避に向けた歳入の確保、歳出の抑制策として、職員給与、特別職給与、

議員報酬の削減、全面的に大幅な手数料、使用料、事務事業の見直しをされているが、その効

果についてお伺いいたします。 
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 ４点目の敬老会補助金の廃止、喜寿、米寿、長寿祝金の廃止、69歳医療助成金制度の廃止を

含め税負担、補助金の見直し、廃止、公共施設の閉館日の実施等、不特定多数の町民の大きな

負担、不便が持ち受けているが、十分なきちっとした説明責任を果たすべきと思うが、そのお

考えは。 

 ５番目として、ベテラン職員が大量に退職するが、町民サービスの低下にならないかお伺い

をいたします。 

 なお、きのうまでのさまざまな財政問題の質問で重複するところはよろしいと思っておりま

す。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

          〔町長 飴谷長藏君登壇〕 

〇町長（飴谷長藏君） 財政再建と20年度決算、赤字再生団体回避の見通しと21年度以降の財

政の見通しについてでありますが、１点目の20年度決算と赤字再生団体回避の見通しにつきま

しては、一般会計、特別会計及び企業会計の20年度決算見込みから人件費の大幅削減を初めと

する歳入歳出の対策を講じることにより、現段階で再生団体を回避することが確実であります。 

さらに、２点目の21年度以降財政再建計画と引き続き赤字再生団体回避の財政見通しにつき

ましては、人件費対策を引き続き実施するとともに内部管理経費の削減、事務事業、サービス

の見直しを行っても平成22年度には再び厳しい状況となる見込みであり、固定資産税や法人町

民税の超過税率の導入など一定の負担を町民の皆さんにお願いする考えであります。これらの

負担については、財政再生団体回避に向けた財政収支見通しを十分説明の上、進めてまいりま

す。 

次に、３点目の職員、特別職、議員報酬の削減と使用料、手数料、事務事業の見直し効果に

ついてのご質問であります。まず、職員の人件費削減でありますが、対策として実施した勧奨

退職により平成19年度で38名が早期退職し、これにより平成20年度の削減額は３億9,000万円と

見込んでおります。また、平均19.2％の給与削減を含む給与の削減額は、平成20年度で約３億

5,000万円と見込んでおります。また、特別職の給与削減でありますが、今議会に提案しており

ます条例案改正後の特別職の給与削減効果額は、副町長の１名減を含めて年間で約3,200万円に

なると試算しております。 

次に、議会の主体的な取り組みとして行われた議員報酬の削減についてでありますが、議員

定数４人削減による効果が年間約1,590万円、議員報酬の自主削減による効果額が年間約680万

円と把握しているところであります。 

次に、使用料、手数料については、平成17年度に減免規定などの改正を行い、あわせて３年

ごとに定期的な見直しを行うことをルール化しており、平成20年度はこのルールによる見直し

の年に当たります。主な見直し点は、使用料については受益者負担の原則による減額、免除制

度の見直し、暖房料の見直し等を行い、手数料については住民票や所得証明などの証明関係手

数料、一般廃棄物の直接搬入時の手数料などの見直しを予定しており、これらの見直しによる
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効果は年間ベースで約2,500万円と見込んでいるところであります。 

次に、事務事業の見直しについてであります。財政健全化に向けた取り組みは、本年１月か

ら職員人件費の削減を実施し、内部管理経費の大幅な削減に着手したところでありますが、特

別会計等の赤字を計画的に解消していくためにはさらに徹底した内部管理経費の見直しを行う

ほか、一部町民サービスにかかわる事務事業についても町民の皆さんに一定のご協力をお願い

しなければなりません。このようなことから、公用車台数の削減、職員福利厚生費の削減、庁

舎等の清掃業務の職員実施など計39項目について内部管理経費を見直し、これによる削減効果

を年間約5,300万円見込んでいるところであります。また、町民サービスのかかわる事務事業と

しては、敬老会補助金の廃止、長寿祝金の見直し、公共施設の休館日設定など10項目を見直し、

これによる効果を年間約3,000万円見込んでおり、事務事業の見直し全体では年間約8,300万円

の削減を見込んでおります。 

次に、４点目の不特定多数の町民の大きな負担、不便が待ち受けているが、十分なきちっと

した説明責任を果たすべきと思うがというご質問であります。事務事業の見直しにつきまして

は、職員でできる業務は可能な限り職員で実施する、一律に補助、助成している事業や国、道

の制度を上回って実施しているサービスの見直し、公共施設に週１回の休館日を設定など、平

成20年度から実施することとしております。施設の廃止や長期休館など不特定多数の町民の皆

さんに大きな影響の出る見直しは、平成20年度中に結論を得ることとしております。ご質問の

とおり不特定多数の町民の皆さんに影響する見直しにつきましては、新財政改革プログラムの

案ができ次第地域説明を行い、しっかりと町民の皆さんに説明し、ご理解をいただくよう努め

てまいりたいと考えております。 

次に、５点目のベテラン職員が大量退職し、町民サービスの低下につながらないかというご

質問であります。財政再生団体転落を回避するため、給与削減に加えて職員の早期退職を募ら

ざるを得ない状況でありましたが、課長職を中心とする職員の大量退職は組織として貴重な人

材を失うことであり、大きな損失であると考えております。このような中、町民サービスに重

大な支障を来さないよう早期退職者の豊かな経験を活用する特定嘱託職員制度を実施すること

としたものであります。また、１課１名程度の減員を生じますが、グループの統合による組織

の見直しを行い、安定した町民サービスの提供に努めてまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） 12番です。私は、きのうも同僚議員が小さい数値についてはいろいろ

質問されておりますし、そしてまたこの質問に立つのも一番最後でありますから、いろいろ数

字や考え方が示されておりますが、改めて主に町長の考え方について私は質問をしたいと思い

ます。 

 今一番町民が望むことは再生団体回避、そのために多くの職員は職を失い、職員の財布の中

身を削って、町民には大きな精神的不安と、そして負担を求めて、再生団体回避に向かって今
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白老のまちは進んでいるわけであります。さまざまな報道で知る夕張のようになりたくない、

何としても再生団体は避けなければならない、避けてほしい、これが今の町民の願いでありま

す。20年度決算になります21年、再生団体転落は現段階では確実に回避できる見通しであると

お聞きしました。そこで、第３次行政改革における削減効果９億1,900万円、第４次行政改革の

重点項目と結果、そして前期14年から16年までと17年から19年までの後期の削減効果をお聞き

したいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  岡村行財政対策室参事。 

〇行財政対策室特命担当参事（岡村幸男君） 大変申しわけございません。今手元にその資料

を持ってきてございませんので、後ほどご答弁させていただきたいというふうに思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） それでは、次の質問に入ります。 

 20年度、いわゆる再生団体回避に向けて大胆な人件費対策、事務事業の大幅な見直し、廃止、

手数料、使用料の見直し、町民負担の増大、あらゆる対策をして、21年度決算、22年度は持ち

こたえると思いますが、しかし議会全員協議会に示された連結実質赤字比率の見通しイメージ、

ここにあるのですが、23年度以降財政団体の基準が30％に下がる。そして、25年をピークにか

なり厳しく、私は再生団体に確実に転落するのではないかなと思うのですが、25年ピーク、こ

のときに再生団体に転落しない対策をどのようにするのかお聞きしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  二瓶行財政対策室長。 

〇行財政対策室長（二瓶 充君） 昨日の中でも一部ご説明しております。町民に負担をおか

けする部分、税関係の部分ですが、これを歳入として見なければ人件費、事務事業の見直し等

だけではこの効果は二、三年でなくなってしまうと。そういう中で、最終的には今回手数料、

使用料の見直しも算定しておりますが、根本的にはこの歳入関係、超過税率、法人町民税、そ

れから昨日固定資産税の超過税率という形でもご説明いたしましたが、ここのところに切り込

んで町民の皆様のご理解をいただいた中で対応していかなければ、今議員おっしゃいました

25年度のところにはまた危険な水域に入っていくという状況になると考えております。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） 松田です。今さまざまな税に切り込んでいくのだと。今回の再生団体、

21年度決算まではこれも相当切り込みました。先ほどお話ししたように相当切り込んだ。第３

次の行政改革で９億1,000万円、これも随分絞り込んだ。それから、第４次は今数字は出ていな

いのですが、私は先日副町長がもう絞り込んで絞り込んで、ぞうきんがぼろぼろになって、も

う水も一滴も出ないような状況まで絞り込んだのだと。これをやって、21年度決算のまずはと

りあえずは再生団体転落を阻止するのだと。もちろん私もどんなことあってもこの再生団体だ

けは回避すべきだと、こう思っているのですが、私はそれにこの25年また先ほど言った絞るだ

け絞った上に何をするのかと。そうすれば、やはり先ほど言われたように税のほうにいかなけ
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ればならない。私は、先ほども町民に説明責任を果たすべきだと言ったのは、まず今さまざま

な見直しをどんどんやっている。我々も説明１度聞いただけで、もうこの20年度予算にすべて

切り込んだものはあてがっていかなければならないような状況なのですが、私は説明責任とい

うのはこうやりたいけれども、町民の皆さんどうしたらいいだろうと先に町民に相談をして、

そして合意をとって、それから行うのが説明責任を果たしたと、こう言えると思うのです。そ

んなことで、25年度をピークにして再生団体にもう一度このイメージからいけば私は間違いな

く落ちていく、再生団体になるなと思うのですけれども、絞れるだけ絞ったほかにそういう税

負担に手を入れていく、この辺の説明はきちっとやっぱり説明してから私は入っていくべきだ

と、こう思っているのです。その辺の考え方もう一度お伺いしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  二瓶行財政対策室長。 

〇行財政対策室長（二瓶 充君） 議員おっしゃるとおり、そういう説明できるような形をと

いうことで今プログラム作成しているところでございます。この中で、いろいろ原因とかも含

めたものを町民の皆さんに、それは議会は当然ですが、前回の骨子を説明したような形で町民

の皆さんにも説明した中で、歳入をどうしても確保しなければこれから乗り切れないのだとい

うところをご説明した中で、それではどういう歳入の内容なのだという部分もこれをご説明し

て対応していきたい。昨日の答弁の中にもありましたが、税といいましても白老町の場合には

近隣、主なまちから比べて標準より低いという部分、税務課長きのう説明しておりましたが、

法人町民税でも都市計画税も入れていないという部分、いろんな部分があるのです。町民が意

外とそこのところを理解していただいていないという部分もあります。この辺もそこのレベル

まで、通常の近隣の実施している超過税率のそのあたりまではぜひともお願いしたいのだと、

その辺も含めて十分ご説明した中でこの対応については進めていきたいというふうに考えてお

ります。 

〇議長（堀部登志雄君）  それでは、先ほどの第４次行革の効果についてのご答弁をお願いい

たします。 

岡村行財政対策室参事。 

〇行財政対策室特命担当参事（岡村幸男君） 大変申しわけございませんでした。 

第４次の行革、前期、後期と分けてございまして、前期分の効果が合計で７億4,400万円ほど

の効果あります。それと、後期のほうについては、今最終的な取りまとめを行っている段階で

ございますけれども、約２億円ほどの効果がありますが、さらにこの中には実は人件費の対策

だとかというのが今回実施も含めて、それから18年度中の実施分も効果額として見込んでござ

いません。これらを合わせますと、さらに１億円以上超えるというふうに考えてございます。

現段階では９億3,500万円ぐらいの効果というふうに見込んでいますが、さらにその人件費分を

含めると10億円ぐらいの効果というのが第４次の行革になるかというふうに思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） 12番、松田です。再生団体転落化の状況の中で、私は歳入のことを考
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えれば、寿幸園の建設が公設民営化でやったのですが、私は民設民営化でやるべきだったと今

も思っているのです、歳入のことを考えれば。それから、バイオマス事業にしても私はこの財

政の厳しいときにみずから白老町が日本製紙の敷地内の土地を借りてまでやるのではなく、日

本製紙にこの温暖化のＣＯ?、こういう問題をよく理解していただいて、まちはごみだけを供給

する、このようにすれば私は歳入にかかわる税収も考えられたのではないかなと、そう思うの

です。ですから、もう一度この辺の考え方と、この２つの大事業に投資する金利を含めたこれ

から払っていく、それから借金の金利を含めたこの総額をお聞きしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  二瓶行財政対策室長。 

〇行財政対策室長（二瓶 充君） バイオマスの話ちょっと出てきて、私ども寿幸園の関係で

す。そして、松田議員おっしゃっている部分、当時私行政改革担当していまして、寿幸園の民

営化の部分について対応してまいりました。その中で、松田議員のおっしゃっている民設民営

の部分、これは当時特別養護老人ホームの懇話会を立ち上げました。この中でも、これはたし

か平成10年かそこらだったと思います、民間の人を入れて。それで、その中でも民設民営の答

申をいただいております。これは、その時点では補助制度の中で、現在の補助制度と違うので

す。昔の平米数当たりので何ぼという形の中で民間でもできる補助制度でした。私どももそれ

を説明した中で、実際に民間の関係法人の方もできるのだということの中で懇話会にも説明し

て、答申もいただいているという実態がありました。ところが、国の制度が変わって、今度は

病床数といいますか、ベッド数、これの単価に変わりました。そうすると、今までの補助制度

よりもどんと落ちてしまったという状況があります。そして、また再度この補助制度から交付

金制度に今度変わるという形の中で、介護制度が導入された時点と重なって補助制度が大幅に

変わってしまったということで、現在でこれを民設民営で行うというのはほとんど状況的には

難しいというふうに考えています。ですから、当時実施できれば、それは…… 

          〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇行財政対策室長（二瓶 充君） 当時やるのでしたら、本当に今総額で土地の代金含めまし

て９億円ほど、９億6,000万円、そのぐらいの建設費、交付金をいただきながら総額でなりまし

たけれども、その当時でしたら民設民営でできたであろうと。制度が変わってしまって、そこ

の部分については対応できなかったということです。 

〇議長（堀部登志雄君）  山口健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（山口和雄君）  寿幸園の説明だけちょっとさせていただきたいのですが、介

護保険制度の中で施設利用者についてはホテルコストを新たに徴収することができるよと、こ

ういうふうに制度変わったのです。それで、今回寿幸園建てるに当たり町が起債起こしていま

すが、ホテルコストの中で返せる形になってございます。したがいまして、たしかホテルコス

トを利用者からもらいまして、32年分のホテルコストをいただいて町の起債を全額返済してい

くと、こういう形になりますので、実質的に町はその間、一時は町のお金をお借りする形にな

りますが、基本的には返し終わりますと町に負担かからないと、こういうシステムになってい

ます。後でお許しいただければ、その資料がございますので、現在手元に持ってきておりませ
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んが、議員のほうにお示ししてご説明したいというふうに思いますが、それでよろしいでしょ

うか。よろしければそういうふうにしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  目時副町長。 

〇副町長（目時廣行君）  バイオマス燃料化の関係で民営化でもよかったのではないかと、こ

のようなご質問でございますが、一般廃棄物の処理につきましては自治体の責任で処理しなけ

ればならないと、これは法律上で決まっているものですから、施設については町が建設して処

理をしていくということになります。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） 12番です。私は、寿幸園にしても、それからバイオマスにしても今の

この財政の厳しいときに、それから税収もいろいろ考えれば民設民営にすれば寿幸園の固定資

産税も入るわけなのです。バイオマスにしてもいろいろな方法あると思います。今副町長の言

ったことは前から聞いている話。しかしながら、委託して建てる方法だってたくさん私は方法

はあると思います。この財政が倒産するかしないかを目の前にして、きのう町長は確かに、き

のうというか、同僚議員の質問に絶対成功する、このように自信満々で言っておりましたが、

この絶対という言葉、今まで白老町の、私も長く議員やっていますから、やることみんな絶対、

言葉では出さないけれども、失敗するからするという事業は一つもありません。間違いなくう

まくいくからやるのだと。今の航空学園もそうですし、港だってそうです。絶対いくからやっ

ているのです。しかしながら、いかないのです。いかないから苦しいのです、自治体が。です

から、私は先ほど言った税収の歳入の問題、そういうことを考えれば、それこそ絶対に民設民

営化、あるいは民間委託で危なくない橋を渡りながら進むのが私は行政の考えるところだと思

うのです。 

 それから、この問題はこれとして、私はこういう今財政の厳しいときに大型事業、例えば港

にしてもこの20年度４億円まちの持ち出しがある。私は、先ほどから言っている町民にさまざ

まな負担をかけて、それから職員の先ほど言ったたくさんの大量退職者まで出して、そして財

布の中身を削ってと言いましたが、こういう犠牲を払いながらでもこの大型事業にどんどん進

んでいく。私は、この進むことはいい悪いよりも、この今の財政状況を考えれば一たん凍結を

したり、延ばしたりして、今の町民とともに、それから役場の職員とともに、大変苦しいとこ

ろ進むわけですから、このぐらいの考え方に立てないものか。私は町長の答弁をずっと聞いて

いますが、金を投資しなければ金が生まない、こういう考え方をずっと聞いているのですが、

私はそういうことになるのかと、こう思うのですが、この大型投資の凍結、この辺の考え方を

聞きたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） まず、寿幸園のお話からしますが、これ13年ぐらいにそういう議論が

出て、ちょっとやってくれということであれば多分民設民営で間に合ったと思います。ところ
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が、私言ったときにもう交付金制度に変わりまして、全然金も少なくなったのですが、それで

約２億8,000万円ぐらいだと思うのですが、それすらも間に合うか間に合わないかという状況だ

ったのです。議員も寿幸園見てわかると思うのですが、あの建物にばあちゃん、じいちゃんた

ち、もう40年ぐらいたった建物に私は忍びないということで、では10年もつかと、前も言った

のですが、10年は絶対もたないです。だから、３億円でも出るうちにやろうということで実は

やったということをまずご理解いただきたいと思います。 

 それと、ごみのバイオマスにつきましても、あれは目の前に最終処分場をつくらなければな

らないという状況になっています。後で現地見ていただければわかると思うのですが、最終処

分場も11億円から13億円ぐらいで、あと２年ぐらいと。では、２年からせいぜいもって３年で

しょうといったら、もうことしぐらいから設計組んで、来年着工と。大体バイオマスの事業と

ごみの最終処分場は同じ時期で、大体金同じぐらいなのです。それをでは長期スパンで考える

とどっちがいいかといったら、バイオマスをやることによって15年で今８億円と出ていますが、

その８億円というのは、登別と一緒につくりましたけれども、その7,000万円を払ったほかに８

億円浮くわけですから、そういうことも理解していただきたいなと思っています。 

 大型事業は港のことだと思うのですが、これは見解の分かれるところでございまして、今白

老のほうで日本製紙さんもこの２年間で約190億円ぐらい投資したということを伺っておりま

す。また、これから企業さんですから、生き物ですから、なかなか経営上の厳しい部分もある

と思うのですが、ただ実態からいうと白老の荷物、白老から出ていく荷物、白老に入ってくる

荷物がよその港にお願いしている、苫小牧、室蘭にお願いしている関係もあります。それと、

そのほかにも港を使いたいという企業さんもおります。その辺の輸送コストなりをいろいろ考

えますと、これはやはりまちづくりは港に依存する部分が大変大きい部分もございます。例え

ば苫小牧から出しても輸送コストが５億円なりかかっているのであれば、私はそれを逆にまち

の設備投資につぎ込んでくれないかという実はお願いもしているところです。 

松田議員のまちを心配する気持ちは私も十分理解しております。ただ、これを私は何とかし

のいで、将来子供たちと高齢者がバランスよく町内に生活できるようなまちをつくりたいとい

う考えから進めていることでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） 12番です。私は、民設民営というのは、例えばほぼ同時ころ萩野の生

田病院がさくらという、これもやっぱり定員50名の個室の50ベッドです。民間がやると、生田

さんのあれ大体５億円ちょっとでできたと言っています。白老町の寿幸園は、確かにそれは公

共でやるわけですから、いずれにしろ耐震強度は生田さんのさくらもこれは間違いなく通って

いると思いますし、これでも民設でやると建築だけで３億円ぐらいも違っている。こういう効

果が民設と公営には大きな開きがある。こういうこともあって、私はこういう財政の苦しいと

きこそ、それから白老町は民営化、それから委託というのはほかのまちから見ると進んでいる

ほうだと。早くから手をかけていた。我々も議会で前にいたころは民設民営だと、このように
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言ったのですが、そういうことも含めて私はなぜ民設民営にしないのだと、こんな思いがある

わけなのです。ここのところは答弁要りませんが、次にいきますが、私は町民もそれなりの今

の財政状況からいって、先ほど言った使用料や手数料、税負担、これもこの再生団体をクリア

するには必ずあるぞと、町民も私は腹づもりはできていると思う。ですから、きちっとした説

明も必要だし、しかしながら私は町民に負担を求める前にきちっとした無駄がないのか、この

辺をもう少し行政のほうはやるべきではないかなと思っております。 

私は、ひとつ観光協会についてお話ししたいのですが、飴谷町長はみずからどういうわけか

観光協会の会長になっていると聞いております。よっぽど観光協会にいろいろ問題があったの

か、より以上に観光協会を発展振興させるためにやったのか、その辺はわかりませんが、例え

ばこういう厳しいときに、厳しいときだからこそＪＴＢの職員を入れて、観光の入り込みをふ

やそうとしたのかもしれません。しかし、この２年間のＪＴＢの受け入れ終わったら、今度は

職員をＪＴＢに派遣をすると。私は、手数料や使用料、町民に、それからさまざまな見直し、

それから敬老会の喜寿や米寿のこういうことまで廃止にして、それまでしているにもかかわら

ずなぜこういう、ましてや40名余りの職員も少なくなってきたと。にもかかわらずＪＴＢにど

んなつもりで派遣をするのか。私は今そういう時期ではないと、こう思うのですが、その辺の

考え方をお聞きしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） このＪＴＢの派遣につきましては、入り込み全体でふえた、旅館業も

ふえたというのも、大体去年ふえたということもご承知かと思います。そのほかのポロトにつ

いても、大体あそこが白老の観光のバロメーターですから、ＪＴＢ来て１年目１万六千何百で

す。ことしは約１万三千ちょっとということで約３万人ふえました。それで、まちとしてもＪ

ＴＢの力といいますか、社員の能力もあったと思いますが、まざまざと見せつけていただいた

と。それと、それを送って戦略的なものをもっと勉強してきてもらいたいと実は思ったわけで

す。白老で今第１次産業平均上がっています。これから可能性あるのは私観光だと実は思って

います。ホテル、レストラン、旅館、飲食店もありますが、その辺もう少し勉強してきて、白

老の中で金を回すことと金を落とすこと、お客さん連れてくることをもっと勉強してきてもら

いたいという思いから、実は１年間だけＪＴＢに派遣して勉強させてくれと、それなりの優秀

な人材を出そうと思っています。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） 12番です。今町長の言われたそのところはわかりましたけれども、町

長はなぜ観光協会の会長をやっているのですか。私は、町長そんな暇あるのですか、観光協会

やるほどの。町長が観光協会やるのであれば、観光協会役場の中に持ってきたらどうですか。

これだっていいと思うのですが、私はそんな暇ないと思うのだ。ですから、その辺の考え方も

う一回お聞きしたいと思います。 
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〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 実は、議員の言うとおりでございまして、朝出てくる前に観光協会行

ったり、土日顔出したりしているというのが実態でございます。それで、実は私なったときに

数字的にどん底、なかなか策もないということで、ちょっと組織的にもいろいろありまして、

２年間だけ私やってくれということを言われました。私も早い時期に、できましたらことしの

早い時期にお任せしたいなと思っています。この件については、議員のおっしゃるとおりだと

思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） 私航空学園のほうしっかりやりたいと思っているのだけれども、時間

全然なくなってきてあれなのですが、私は今回老人医療給付ですか、69歳、これは恐らく21年

からになったと思うのです。それから、敬老会の補助金の廃止、米寿祝金の廃止、それから、

納税組合の廃止。これがあるのですが、私はこの間の敬老会が、今敬老会というのはなしてい

ない。私は敬老会というのは65歳からだし、それから65歳からみんな敬老のお祝いをするべき

だと。しかしながら、白老町は今お金に合わせて敬老会の年齢をずらしていく。1,500万円しか

なければ73からにしようとか、例えばです、こんな敬老会って私は敬老会にならない。それか

ら、100歳の祝金も前は100歳くると10万円もらっていたのです。これはやめるべきだと言った

の私なのです。100歳になったら、孫と息子だけがすし食って、本人は何も食べていないのだと。

ですから、この10万円というのはやめるべきだと。目に見える花にすべきだと言ってやめたの

は、私が言ってやめたのですが、私はこの米寿祝金、それから喜寿祝金、この辺もきちっと、

今回きちっとというか、廃止をしたのですが、それと納税組合、ここは大きなやっぱり納税に

まち挙げてやってきたわけなのですが、この廃止の考え方とこの３点についてお伺いしたいと

思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） まず、老人医療費の関係、69歳の関係ですが、これは健康保険制

度が本来であれば20年４月で大幅に変わりまして、70歳以上の方が２割負担になるよと。町で

単独でやっていたのは69歳ですから、それそのままやりますと69歳が１割で70歳以上が２割と、

こういうことになるような状態になったものですから、これについては70歳以上の２割に合わ

せましょうということで昨年の６月に議会にお諮りをしまして、69歳については２割にします

よということでできておりました。しかし、今般高齢者医療費の対策の関係で、政府のほうで

70歳から74歳までについてはそのまま１割でいきますと、凍結しますということになったもの

ですから、69歳についても20年度１年間についてはそのまま１割でいきたいと。ただ、凍結策

が一応21年の３月で切れて２割になりますので、この部分については国の制度に合わせていき

たいと、こういうことで69歳については廃止をしていきたいということで考えてございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  武岡健康福祉課参事。 
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〇健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） 敬老会と長寿祝金についてですが、敬老会

につきましては議員おっしゃるとおりに本来高齢者とは、老人とは65歳以上だということで、

町はもともとそういうことでやっていたのですが、対象者がだんだんふえることと、そういう

ことで過去に何回も条例、規則等を改正いたしまして、最終的に15年か16年に２年置きに１歳

ずつ引き上げると。最終75歳に持っていくというお話でございました。そういう環境の中で、

実は出席率もだんだん60代から今年度においては50％を割るような状態になってきた。その辺

でひとつ見直しをさせていただきたいと。 

 それから、長寿祝金につきましては、77歳と88歳はこれも高齢化に伴いだんだん対象者がふ

えてきましたということで、これも事務経費の見直しの中で廃止をさせていただきたいと。そ

れから、99歳の10万円につきましては、議員がおっしゃるとおりこれも年に二、三人の割合だ

ったのですが、このところ、来年20年につきましては、申しわけございませんが、七、八名該

当者がいるわけなのです。それで、この際５万円程度でひとつお祝いをさせていただきたいと

いうことで実は改定をさせていただくということでございますので、ご了解をいただきたいと

思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  辻税務課長。 

〇税務課長（辻 昌秀君） 納税貯蓄組合のご質問にお答えします。 

 納税貯蓄組合、確かに戦後設立後納税思想の啓発、あるいは実際の納税の役割を担っていた

だくということでこれまで多大な貢献をしてきていただいております。ただ、納税の方法につ

きまして口座振替制度というのが定着しまして、今から二、三年ぐらい前になりますと、町内

に90ほどの納税組合があるのですけれども、実際に納税組合で集金していただいている組合が

実質的に１団体だけということで、ほとんど口座振替にかわってきたというようなことがござ

います。そういうようなことから、一昨年、18年度中に今後のこの納税組合の役割について納

税貯蓄組合の連合会の役員の皆さんと町長も交えて意見交換をし、ある程度この使命について

は果たしてきたのではないかということで、これは町のほうで一方的に廃止とかという結論を

出したのではなく、納税貯蓄組合の役員の方々と十分協議して、その役割を果たしたというこ

とで19年度をもって一応解散するということになってございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） 12番。私は、きのう町長の同僚議員の答弁ちょっと気になったもので

すからもう一度お聞きするのですが、町長は借金返すの当たり前、それから再生団体をクリア

するの当たり前だと、町民に夢を与えるの当たり前、こういうことを言いました。私は、裏を

返せば借金することは当たり前と言っているのか、それから職員の犠牲も町民負担も当たり前

と言っているのかと。私は、町民に夢を与えるのは、今白老町の町民は夢も夢、悪夢の夢を見

ているのです。このことからいって、もう一度町長にこの３点について考え方をお聞きしたい

と思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 
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〇町長（飴谷長藏君） 私は、決してそういう意味で、借金は返すの当たり前は、借金するの

当たり前とは思っていません。前もお話ししたのですが、要するにはっきり申し上げますと平

成元年からの、元年、２年ぐらいから13、４年までの間のあの異常な60億円の標準財政規模に

対して120億円、140億円と、こうきたわけです。やはりあの部分が今一番大きいツケで来てい

るわけです。今うちでつくった標準財政規模というのは、昭和62、3年の標準財政規模だと思い

ます。当時は、昭和60年代は多分100億円を超えたことはなかったと思います。それが元年、２

年になって、２年になっても120億円ぐらいあったのです。ですから、確かに交付税も減るので

す。ただ、公共事業いっぱいやるとそこに交付税もついてくるから、どんどん交付税も入って

くるのですが、借金は何倍になっていくわけです。それを十数年繰り返したら、こういう状況

になるのです。ですから、これは決して無駄なことは私はやっていると思いませんが、要する

に今、議会で議員の皆さんと何点かの議論していますが、身の丈の部分がかなり超えた部分を

長期にわたってやってきたのかなと。それがまずは一番先に職員に来て、そして町民にいくと

いうことで、私は本当に大変申しわけないし、情けないと実は思っています。ただ、返すのと

一日でも早く町民にやっぱり普通のまちということを町民も切望しています。私もそうでござ

います。議員もそうなのですが、ただそのためにはすべてやめるわけにはいかないと。必要最

小限のものはやらせていただきたいということでございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） 私は、20年度町長の執行方針で、再生に向けた元年とする。それから、

第３次行政改革の検証というのがあって、町立病院の使命、機能について行政の果たす役割、

妥当性について十分検討を行い、町立病院のあり方を町民に説明すべきだと。これは、行政改

革推進委員を立ち上げて、白木嘉彦委員長ほか10名、そしてこの第３次行政改革の検証の中で

町立病院、それから小学校の適正配置、この13年にもう小学校は各地区１校、中学校２校、そ

れから保育所もそうです。今時間ないから私ここ読み上げるのやめるのですが、それから第４

次行政改革の大綱、この委員会でやったのですが、私はこの大綱と、それから検証、この白木

委員長ほか10名が21回にわたって審議をして、今の白老を見越した、この今の白老、再生団体

になる白老見越した提言をしているすばらしい提言だと、こう思っております。あの委員会答

申は、町民を本当に思う気持ちがあふれたような答申をしているのですが、今改めて考えると

すばらしい答申だったなと私は思うのですが、たくさん言いたかったのですが、時間がないか

らやめるのですが、あの方々に町長から何かお言葉ありませんか、今の状況になったことで。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 白木さんが行革委員長のときは、連結もまだ話していなかった実はと

きなのです。それで、一般会計の数字見ていただくとわかるのですが、当時はずっと一般会計

でやってきたと。松田議員も記憶あると思うのですが、例えば企業誘致進めてきて結構税金稼

いでいるのです。工業団地は結構赤字なのですけれども、一般のまちは結構そこに入れてくれ

るわけです、工業団地あるから稼いだ税金だよということで。少し対応は変わっています。私
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町長になってから白木委員長ともお話ししました。いろいろご指摘も受けまして、特に町立病

院の機能についてはいろいろ議論させていただきまして、あの答申も実は見ております。本当

によくあそこまで切り込んでくれたなと思っています。白木委員長からもあったのですが、私

もあの答申を見て、首長というのは勇気を持ってどんどん切り込んでいくことがやっぱり将来

につながるのかなと思っています。委員さんたちには改めて本当に感謝申し上げますと言いた

いです。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） 松田です。時間ないものですから、次の日本航空学園誘致、白老スカ

イパーク…… 

〇議長（堀部登志雄君）  松田議員、次の質問ですか。 

〇12番（松田謙吾君） ええ。 

〇議長（堀部登志雄君）  ここで暫時休憩して、次の質問に入っていただきたいと思います。 

 ここで暫時休憩をいたします。 

          休憩 午後 ２時２９分 

                                         

          再開 午後 ２時４５分 

〇議長（堀部登志雄君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 12番、松田謙吾議員の一般質問を続けます。どうぞ。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） 松田です。航空学園についての質問をいたします。 

 時間がないからずっと省いていくのですが、ちょっと見たら議事録があるのです。これには

飴谷町長が、これは平成６年の議事録に載っているのです。ちゃんと、小さな言葉ですが、一

言言って、飴谷って書いてありますから、それからずっとこの航空学園に携わってきておりま

すから、町長が一番詳しいと思います。私は、時間がありませんから、たくさん勉強してきた

のですが、はしょって言うのですが、白老の航空学園は平成５年に学園側から白老の風土や気

候や、そういうものが適しているから進出したいと。白老町は、それに乗って誘致をしましょ

うと、こういう協議をして、平成６年の10月、元町長と、それから梅澤理事長ですか、覚書を

交わしたと。この覚書は、７点にわたって覚書を交わしたと思います。白老のまちは、その当

時陸海空、港ができているよ、それから大滝線の道路も間もなく完成だよ、そこにこの白老の

まち、この空を飛行機が飛ぶ、こんなイメージで議会も、それからさまざまな町民の意見も聞

きながら誘致を決定された。それから、この覚書を先ほど言った６年の10月に交わした。それ

からもう15年になります。この間たしか覚書の中には160人規模の学校を設置するよと、操縦科

含めて設置するよと、こういう覚書を交わして、それこそあれから15年になりました。この間

白老の約束事は私は全部していると、こう思っております。たしか滑空場、飛ぶところは600メ
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ートル、580メートルかな、あのとき、今読まないで言っているのですけれども、それでエプロ

ンをつくって、そして平成７年に滑走路が完成をして、町民がたくさん呼ばれて、あそこで何

機か真新しい飛行機をとめて、これが将来白老のまちを活性化させる原動力になるのだなと、

私はこんな思いであのとき行ってお祝いをしたものです。そこで、今まで白老のまちがあの滑

走路を含めて幾ら投資したのかと。それから、学園の梅澤理事長と交わした７項目、このこと

の７項目について、まずこの７項目ってどんな約束だったかお聞きしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

          〔町長 飴谷長藏君登壇〕 

〇町長（飴谷長藏君） 日本航空学園の運営と現状についてでありますが、１点目の白老滑空

場の覚書の７項目の条件と実施状況についてでございます。 

 白老滑空場は、スカイスポーツの拠点並びに緊急防災施設の拠点として公共性の高いものと

位置づけられ、まちづくりの活性化に大きく寄与するものであり、また航空専門学校を誘致す

ることを前提に日本航空学園と覚書を締結したものであります。その内容としては、本町がそ

の目的を達成するために白老滑空場を整備し、その整備が完了した際には日本航空学園に無償

で使用、管理させることとし、双方の譲渡条件が完了した時期に滑空場敷地を無償譲渡するこ

とを記載したものであります。この覚書に沿って、日本航空学園は滑空場の管理棟、格納庫の

建設や飛行機、機器等の導入を行い、日本航空専門学校の機上訓練基地として活用しているほ

か、マイクロライト選手権等のスカイスポーツ関連事業を開催してきました。さらには、平成

15年４月には日本航空専門学校白老校を開校したところであります。 

 ２点目の今までの基盤整備状況と投資総金額と今後の投資計画についてであります。平成６

年度に滑走路600メートルの白老滑空場を建設し、平成14年度に滑走路を200メートル延長した

増設工事をしているほかに、町道滑空場線改良舗装工事を行っており、19年度までの投資金額

は総額で７億8,350万円となっております。また、今後の投資計画は、24年度まで町道滑空場線

の橋梁工事を行っていく予定であります。 

 ３点目の学校誘致に伴う現状の経済投資金額についてであります。学校誘致に伴う経済投資

金額についてでありますが、平成15年度は学校の改修費、運営費や滑走路増設工事等で直接効

果として約５億900万円、経済波及効果は約６億2,800万円であり、合計で11億3,700万円であり

ます。これは、当初経済効果を試算したものを精査したものであります。また、16年度は学校

の運営費、教職員、学生の消費支出で１億9,500万円、17年度は１億6,400万円、18年度は１億

4,600万円、19年度は１億6,900万円となっております。このことから、学校誘致に伴う本町へ

の経済効果はかなりあったと考えております。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） 12番です。この航空学園を誘致した白老の一番の目的というか、それ

はやっぱり航空学園が来て、まちにどれだけ経済効果があるか、このことだと思うのです。私
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は、今飴谷町長が話された経済効果、たしか当時の14年、14年に白老航空学園がこの白老の町

内に建つということで、このときに言っていた経済効果は１年目11億8,500万円あるよと。それ

から、開校２年目以降は毎年３億9,800万円ぐらいあるよと、このように言われておりました。

であるから、学校をどうしても建てなければならない。そのために約束どおり15年開校すると

いうことでまちが願っていたわけなのですが、いざなったら建設費が足りないということで、

まちは２億5,000万円の室蘭信用金庫の債務保証をした。それから、5,000万円を寄付した。そ

れから、500万円を白老漁業組合の跡地ですからここに移転補償ということで、当時は1,500万

円したいと私議長ですから言われたのですから、そんなの多過ぎないかといろいろな議論があ

って500万円に振興基金として積んだはずなのです。当時の飴谷産業課長のお話では、今言った

11億8,500万円の経済効果、それから毎年３億9,800万円あるよと言ったのは、これは飴谷町長

当時道の試算だと、こう言いましたよね、道の試算がこうなのだと。先ほど言った白老町の経

済効果が今お話しされたのですが、私は第一日本航空学園が今忘れかけているほど何か耳ざわ

りな日本航空という名前が出てこなくなった。白老のまちを見渡すとシャッターがどんどんお

りていって、あそこのまちに建った経済効果はどこではかっているのかなと、こういう考えを

持つのですが、先ほど言った経済効果、最初は道で出した試算、今白老町で経済効果をどのよ

うな形ではかっているのか、考え方をお聞きしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  和野産業経済課長。 

〇産業経済課長（和野敏夫君）  今町長の答弁の中の経済効果というのは、北海道産業連関表

というのに基づいて、それで当時先ほど松田議員さんおっしゃられたとおり160名という想定で

学生数、それから教員数が20名という中で当時14年のときに経済波及効果を出しています。と

ころが、それを現実に今置きかえて、生徒数を置きかえて、それから教員数も置きかえて今の

先ほどの答弁の中の経済効果というものを出しております。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） 先ほども言ったけれども、町民が経済効果の還元の思いが一つもはね

返ってこない、還元のあれがはね返ってこない。みんな言っています。まちの町民方みんな言

っています。ですから、それは今言われたように、あそこの今学校で生徒がいるのかいないの

かすらこのごろ話題にならないのですが、あの学校から15年ですからもう３年間卒業生が出て

いるわけです。それで、この卒業生が何人くらいあそこから卒業したのか。卒業してまちに何

人ぐらい定着したのか。それから、先生の数が、先生の世帯がどのぐらいの世帯がいて、何人

の先生があそこで白老の住民票持った先生がいるのか。それから、全寮制にするのだというこ

ともたしか平成６年に言われていたのですが、岡マンションを買って、今あそこに生徒が何人

ぐらいいるのかをお聞きしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  和野産業経済課長。  

〇産業経済課長（和野敏夫君）  学生の推移、これ15年からとらえていまして、15年には学科
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名が航空技術科、航空産業科と２学科で33名、これは１年生です。それが次の年は２年生と、

２学年で運営するという形になります。それで、16年については、航空産業科、ここが統廃合

しまして、航空技術科パッセンジャーサービスコースという部分を持ちまして、１年生、２年

生合わせまして40名という状況になります。それから、17年度はこれ生徒の募集をしておりま

せんでした。それで、２年生のみの22名と。それから、18年度、航空技術科に航空観光ビジネ

スコースという学科、コースを設けまして22名、そのまま17年度というか、そこから持ち上が

ってきている人方です。それから、19年度、今航空技術科航空観光ビジネスコースということ

で、１年生が37名です。それで、今の20年の２月現在で新たに20年に入学する予定の子供が37名

という形になります。この２つ合わせた74名が20年には学校のほうに学生として登録になると

いうことでございます。 

 それと、もう一つ、先生の数は現在、当初20名という予定でおりましたが…… 

          〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇産業経済課長（和野敏夫君）  15年度のときが15名です。それで、その後教職員の部分とし

て20名という予定でおりました。それが今現在５名です。そういう状況になっております。 

          〔「この方々が住所持って住んでいる人何人ですか」と呼ぶ者あ 

          り〕 

〇産業経済課長（和野敏夫君）  この５名の方については、あそこの寮だとか、そこへ入って

いらっしゃる…… 

          〔「住所持っているの」と呼ぶ者あり〕 

〇産業経済課長（和野敏夫君）  ええ、聞いております。 

 学生については40名が入っております。それで、今海外から来ている女子の学生がおります。

この方々については、ちょっと今学生寮が手狭ということで、町のほうで持っています住宅を

貸しまして、そこを自分たちで直して、日本航空学園のほうで直しまして、そこに入居すると

いう形になっています。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） もう一回聞くのですが、ですからこれだけの人方がいて、それから先

ほど言った卒業生が何人定着したかということと経済効果の今のはかり方、先ほど言ったどう

やって出しているのかということをお聞きしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君） 和野産業経済課長。  

〇産業経済課長（和野敏夫君） 学生の卒業生については100％就職しているということで、地

元でないところへ就職しています。 

 それと、今経済効果どうやって出したのだということなのですが、これは北海道産業連関表

ということで、経済波及出していく場合にいろんな推計基礎データがありまして、北海道立高

等学校専門学院資料だとか、こういうものが一つの数値として入っているものがありまして、
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それに現在該当する項目を入れていくとそれが出てくるというもので出しております。それか

ら、学生の消費生活に関する実態調査、これについては胆振管内でいえば室蘭工業大学の生協

さん、工業大学の生協でやっている数値で学生の消費額を出していっております。それらをあ

わせて今回経済波及効果額を出しています。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） 私は、先ほども言ったように経済効果が一番大事だと言ったのですが、

実感として、白老が実感として、それはどこかのデータ持ってきてやったかもしれないけれど

も、実感としてどれだけの経済効果があるのだと見ているのだと私は言っているのです。実感。

白老の町民の方々が７億円以上投入したあの航空学園が実際白老にどれだけの経済効果がある

のだ、この実感を私は聞いているのです。どこかのデータ持ってきて、数に合わせたデータの

ことを言っているのでないのです。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 実感というのは、実質的な商店にどれだけ入ったとか売り上げがあっ

たといった部分、それは、済みません、残念ながら出しておりません。ただ、あそこにラーメ

ン屋さんもございます。喫茶店もあったり、ケーキ屋さんもあって、コンビニあると。そして、

郵便局が近いということで、かなり学校のほうでは生徒のほうから利便性があるということで

は言われていますが、今議員言われたような実質の何ぼ金落ちているのだというのは、済みま

せん、調べておりませんので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） 先ほどから言っているけれども、一番大事なのはここですから、次の

定例会かいつかまでにきちっとこの辺、今度人足りなくてできなかったということになるかも

しれないけれども、このことはきちっと示すべきだと思うのです。 

 それから、前の町長の時代に取り交わしている滑走路や何かきちっとしたら無償譲渡する。

しかし、あの当時議会挙げて譲渡すべきでないよと、向こうは約束きちっと守っていないでは

ないかと、こう言われているのですが、改めて町長になって、今向こうの約束がきちっと果た

された、それから果たされた段階に譲渡するという考えなのかどうかお聞きしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 今の学校をつくったときに役場の中にも実はいろんな議論がありまし

た。議員ご存じだと思うのですが、当初は萩野の今の滑走路のところに学校をつくるという話

でした。ところが、私産業経済課やっていましたので、漁組のほうから駅前にも事務所ある、

駅前からいくと浜のほうにもある、港にもあると。３カ所も事務所あるので、駅前の事務所、

今の航空学園入っているところは要らないのだと、何とか町で処分してくれないかということ

で実は相談があったわけです。あの建物については、以前から町のほうに図書館にしてくれな

いかとかなんとかという話もあったように聞いています。ただ、重量に耐えられないのでない
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かということで、ゼネコンに漁組が頼んで、学校の生徒入るぐらいならどうだろうということ

でいったら、もつだろうということになりまして、当時どうしても学校というのは生徒を集め

なければならないと。あの奥に学校つくるのであれば、駅前であれば通学に便利なので、どう

ですかと。それと、岡さんのマンションがありましたので、そこもお買いになったらどうです

かということは実は私のほうで言わせていただきました、当時課長の段階で。建てて、やっと

５年、６年たって、最初は１学年２クラスだったのですが、今は１クラスです。ただ、定員は

満たしているということでございますので、私は当時のこのスカイ……議員持っていると思う

のですけれども、これからいくとやはり操縦科の関係も入っています。ですから、この約束事

の段階で実はどういう話ししたか僕はちょっとわからないのです。和野課長にこの覚書のとき

おれ記憶ないのだと聞いたら、実は私人事異動していて、ちょっといなかったのです。判こず

っと見たら、ここに私の判もなかったものですから。このときにどんな話ししているかという

のは実はわからないのです。ただ、これからいうと双方の整ったときにということになってい

ます。私は、現段階では整ったという判断はしておりません。ですから、その辺は議員と同じ

考え方かなと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） 町長は常に物事は長いスパンで見るのだと、こう言っております。そ

の長いスパンが15年たった。これからもう一度スパン変えて、これから10年なら10年のスパン

の中であの航空学園が今の白老の求める大きな活性化になっていくのか。なってもらいたいと

いう気持ちはあるのですが、なっていくのか。それから、あの学校がもっともっと発展して、

当初の160名ぐらいの将来学園になっていくのか。このことが将来の白老のまちの発展にも結び

つくし、経済効果もここからもっと出てくると思うのですが、最後にその辺の考え方をお伺い

したいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 今航空、きょうもテレビで出ていたのは静岡空港できたと。ハブ空港、

要するにこれからは大きなジャンボで移動するということもあるのですが、バス１台分の飛行

機が、バスに乗ってまた行って、また違うところからバスに乗ると、ニーズとしてバス１台分

のほうがこれから伸びていくだろうと、一方ではそういう見方しています。千歳の学校、本校

ありますが、あそこは毎年定員オーバーなのです。就職も大体６月、来年の卒業生がもう６月、

７月には100％近く決まるということでございます。学校の将来性はあると思うのですが、ただ

議員おっしゃるように地域の活力にどれだけ貢献できるのだということになりますと、これ学

校がもっと大きくなって、議員言うようにまちの中をどんどん、どんどん買い物したり、歩い

ていただければ、それは活力にはつながると思います。これから高齢化の時代ですので、若い

人たちがやっぱり定住というのはこれは我々の大命題ですから、そういう部分は学校にさらな

る努力していただいて、当初どおり２学科、１学年２学科ということを何とか達成してもらい

たいということをお願いしようと思っています。 



        － 367 － 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） わかりました。 

 私先ほどの財政のほうでちょっと質問、質問というか、町長にお聞きしたいことが１つあっ

たのですが、忘れたものですから、もう一度お聞きしたいのですが、きのうの北海道新聞に176市

町村のうち、アンケート調査が出ているのですが、５年以内に再生団体になると思いますかと

いう新聞がきのう出ていたのです。このアンケートに町長、アンケート出したのですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  高畠経営企画課長。 

〇経営企画課長（高畠 章君） アンケート調査、原課の方で処理させていただいて出してお

ります。うちのほうは、５年以内に再生団体になるというような回答はしてございません。そ

の辺の見通しは…… 

          〔「自信満々」と呼ぶ者あり〕 

〇経営企画課長（高畠 章君） 行財政対策室のほうできちっとその辺その回避はできるとい

うことももうあちこちで、それなりのところで公表してございますので、ないと、それは絶対

…… 

          〔「何か９町があるって書いているようだね」と呼ぶ者あり〕 

〇経営企画課長（高畠 章君） 以上です。 

          〔「自信満々ならいいんでないですか。わかりました」と呼ぶ者 

          あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  それでは、以上で12番、松田謙吾議員の一般質問を終わります。 

 これをもって一般質問を終結いたします。 

                                         

    ◎休会の議決 

〇議長（堀部登志雄君）  以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

お諮りいたします。この後予算等審査特別委員会が開催される予定になっております。本会

議は予算等審査特別委員会の審査のため、明日15から20日までの６日間は休会といたしたいと

思います。これにご異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、本会議は明日15日から20日までの６日間は休会とすることに決定いたしました。 

 なお、この後予算等審査特別委員会の開催は17日、18日、19日の３日間の予定となっており

ますので、ご承知願います。 

                                         

    ◎散会の宣告 

〇議長（堀部登志雄君）  本日はこれをもって散会いたします。 
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（午後 ３時１５分）
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