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◎開会の宣告 

○委員長（及川 保君）  総務文教常任委員会を開会いたします。  

（午前１０時００分）  

                                         

○委員長（及川 保君）  学校教育課長が公用で今若干遅れて参られるということになってお

りますので、ご了承願いたいと思います。 

本日の所管事務調査は町立保育園の民間移譲について、これは子ども課から説明があります。

２つ目に、町立中学校の適正配置について教育課長から説明をいただきたいと思います。 

冒頭何か説明ありますか。久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 皆さん、おはようございます。それでは、きょうは総務文教常任

委員会に指摘されております、小鳩保育園の民間移譲と３中学校の適正配置についてこれから

ご説明をしていきたいと思っております。 

初めに、小鳩保育園の民間移譲につきましては、先般の全員協議会、６月 12 日だったと思い

ますけども、ここで今後の取り組み等について、概要について説明をしたと思いますけども、

改めてこの委員会の所管事務調査ということになりましたので、小鳩保育園の民間移譲の基本

的な考え方、今後の児童数の推移、それから、民間移譲に伴いまして、運営費の町の考え方、

負担額だとか負担期間、この辺についてご説明をしたいと思っております。 

それとあわせて、同じように民間企業として保育園を経営しております、緑丘保育園。これ

に対する対応措置等についてもご説明をしていきたいと思っております。 

後で渡辺課長からも説明があると思いますけども、この委員会終了後、順次、移譲先であり

ます日章学園と協議を行いまして、日章学園と保護者と行政、三者協議会を立ち上げて、保護

者への説明、保育士の募集等々がそういうスケジュールになっておりますので、そういうこと

で協議をしながら取り組んでいきたいと思っております。 

また、緑丘保育園もこの委員会終了後、協議をしていきたいと考えております。保育園の移

譲についてはそういうことで進めていきたいと考えております。 

それでは最初に、小鳩保育園の移譲ということで、渡辺課長のほうから説明資料に基づいて

説明をしていきたいと、こう思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  それでは、皆さんのお手元に総務文教常任委員会所管事務調査

の、小鳩保育園民間移譲に関する説明資料ということで配布をさせていただきました。これに

基づきまして説明をさせていただきます。 

まず１番最初に、白老町における保育行政と民間移譲に関する考え方ということで、まずは

保育行政というものは、国は各自治体が責任を持って進めていくということを唱えております

ので、白老町においても白老町が責任を持って保育行政自体は運営を進めていくと。それによ

って、子どもの健やかな育成を図るという考え方を持っております。 
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その保育行政の中の保育園運営については、公立でも私立でも運営ができるということにな

っております。運営費については、公立保育園の場合には今一般財源化になっておりますが、

私立の保育園については国が定める運営費負担金制度と、施設等を建てかえる場合にはその補

助制度もあります。白老町としては、第３次の答申、それから、第４次の白老町行政改革の実

施計画及び白老町立保育園再配置民営化計画並びに保育所保育計画にのっとって、民間が取り

組んでいけるものについては民間での運営を進めていくという考え方を持っております。民営

化にすることで、これまで白老町が町立で運営していたときにかかっている経費よりも軽減が

できるということ。その軽減した経費については、必要な子育て支援の事業に充当していくと

いう考え方。これについては、これまでも計画等の中で説明をさせていただいております。 

その基本的な考え方を持った上で、２、出生数と出生率になります。平成 16 年から５年間の

表を下に入れさせていただいております。20 年までの表になりますが、平均の出生数としては

100 名です。この普通出生数というのは人口 1,000 人当たりについてということで計算をして

いきますが、白老町の場合には５年間の平均で 4.828 人ということになります。ですが、表を

ご覧になるとわかると思いますが、平成 19 年度、ここにつきましては前年度比 32 名の減とい

う大幅な減少となっており、20 年度についても同数になっております。ですので、19 年、20

年、この２年間では普通の出生数がパーセンテージとしても落ちている状況にあります。５年

間の平均ということでいいますと、出生数としては 100 人、出生率としては 4.828 というふう

になります。ですが、この 19 年、20 年度が大きく下回っていることから、これまでもまたこ

の後の数字についても平均値として 4.828 を基本にして人口の推計はとっております。ですの

で、全体的に数字的に高いというところでは、今後十分、そこの数字的なものについては配慮

をしていかなければならないというふうに考えてはおります。 

３、保育園児童数の推移になります。この推移につきましては、平均の出生率として 4.828

を適用して、５年後、26 年度までの入園児童数を推計しております。この推計をしている数字

につきましては、各年度の 10 月１日を想定しております。保育園の場合は大体入所当初の月は

少し少なくて、年度末になると多くなっていると、途中入所の方がいらっしゃるので、多くな

っているという状況がありますので、ちょうど中間になります 10 月１日を想定しております。

その表の全児童数というのは、ゼロ歳からから５歳児になります。20 年度は実数です。21 年度

から予定数という考え方で表としております。全児童数としましても、20 年度が 727 人ですが、

平成 26 年度には 520 人まで下がるという、少なくなるという見込みを立てております。ですの

で、平成 20 年度を 100％とした場合、その 20 年度の比率からいいますと平成 26 年度には 72％

の児童数という考え方をしております。それから各小鳩保育園、はまなす、海の子、緑丘、さ

くら幼稚園と。これにつきましては、現在の入園パーセンテージ。それを比較した形でそれぞ

れの年度に人数を入れております。小鳩保育園につきましては、平成 20 年度 67 名でした。一

応、出生率 4.828 という数字をもとにしておりますので、平成 21 年度は 68 名という予想を立

てております。その後年々児童数が減り、５年後には 46 人と。はまなすにつきましても、数字

的には下がっていく。海の子についても同じように下がっていくという見込みを立てておりま
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す。緑丘保育園ですが、平成 20 年度につきましては 102 名おりました。今年度 96 名までの予

想を立てております。ですが、年々やはり同じように減少していくと。26 年度には 68 名程度

という押さえをしております。さくら幼稚園につきましても年々児童数が減ってきております

ので、同様に数字は下がっていくものという考え方をしております。一番下に入園率というの

を入れてあります。入園率につきましては、基本的に現在大体 50％超の数字で入園率なってお

ります。これにつきましては、その年の就労状況によりまして、数字が少しずつ変わっていき

ますので、この辺のところも予想という考え方をしております。これの一番下の米印になりま

すが、例えば去年生まれたお子さんが平成 20 年で 84 名いた場合に、年が１年超えて 21 年にな

りますと、自然減というのが出てきます。どちらかというと白老町の場合は、子供がふえると

いうよりも、ちょっとずつ少なくなってきているという状況があるものですから、その自然減

というものの傾向を考慮して年齢ごとに１から２名程度減じた数字を使用して、全児童数を出

しております。これは先ほども言いましたが、この２年間の出生率に比べて、５カ年の平均と

いうのが高いというところもあるものですから、そこも含めまして年齢ごとに１、２名ずつ少

ないという数字で計算をさせていただいております。 

次、２ページになります。４、白老町が進めていく民間移譲に伴う運営費の考え方というと

ころです。運営費につきましては、施設の定員数による国が定めた年齢別児童１人当たりの月

額の単価。これに児童数を乗じた額、掛ける 12 カ月。これで１年間の保育園の運営費の総額が

出ます。それからいいまして、今小鳩保育園の民間移譲につきましては、80 名定員を 60 名に

改正をしてと。その 60 名の内訳ですが、ゼロ歳児が３名、１、２歳児が６名、３歳児が 13 名、

４、５歳児が 16 名という考え方で 60 名を想定しております。これによります年間の運営費と

いうのが、5,201 万 7,720 円。前回の全員協議会の中で説明させていただいた額より若干数字

が変わっているというふうに思います。これにつきましては、毎年保育料については単価が変

わるものですから、今年度の単価で計算をさせていただいた数字になります。5,200 万円の運

営費ということになりますが、以前にも示させていただいていますように、民間で運営をして

いただいた場合には、公立での運営より年間で 2,700 万円ほど経費の軽減が見込めるという考

え方で、運営費についてはこういう考え方をしております。 

次、５になります。では、民間移譲を実際にやった場合、運営費への町負担の考え方になり

ます。基本的な考え方としては、先ほども表で示させていただきましたが、出生数が年々減少

傾向にあるということは、入園児数に影響を及ぼすということが予想されます。そのことを踏

まえまして、私立の保育園の場合には、国が定めた運営費のみの収入ということになりますの

で、入園児数の減少はやはり運営費の減額につながる。そのことから、安定した経営を脅かす

という可能性があるというふうに押さえております。そのために安定した経営を図る、その必

要があるということから、民間保育園の運営費については、不足分を町が負担するという考え

方を持っております。そうなりますと、わざわざ負担をしてまで民間にやっていただく効果が

あるのかということになるのですが、④にありますように公立のままで運営した場合、先ほど

もお話ししましたが、年間 2,700 万円町が持ち出しをしていると。そのほかに職員の年齢構成



 5 

等もありまして、当然高齢化に伴います新規職員の採用等による一層の経費、こういうものが

町の負担増となる考え方を持っております。そのことからやはり民間にした上で、不足分につ

いては町が負担をするという考え方を持っております。 

では、(２)負担額としていうことになりますが、定員数に対する運営費の満度額。これを負

担するという考え方ですので、実際に子供が入って運営費として計算された額が定員としての

額に達しない場合には、その下回った額を町が負担するという考え方になります。これにつき

ましては、既存の緑丘保育園さんについても同じような考え方でというふうに押さえておりま

す。では、実際に負担の期間というふうになりますが、原則として５年という考え方を持って

おります。この５年の考え方について３つ上げてあります。１つとしては、やはり安定した経

営基盤を構築していく上には、５年という期間は必要であるというふうに考えます。２つ目と

して、今白老町立保育園に勤務している正職、臨時、その保育士の雇用について、もし本人が

民間の保育園での勤務を希望する場合には、雇用についての配慮をお願いしたいということも

お話をしてあります。そういう意味から、保育士が安定した雇用を図っていただいた中で勤務

をしていくということからいうと、やはり５年という期間は必要であるというふうに押さえて

おります。それから、子供の数が減っていくという状況をみながらというふうになりますが、

４年目から定員、それから負担率。現在示させていただいているのは 100％ということになり

ますが、そのパーセンテージの負担率の見直し。これについての協議をしていくと。５年が過

ぎて、６年目からは見直した条件で運営していくという考え方を持っております。 

今示させていただいたのは、民間移譲をする小鳩保育園と、それから同じく今までの運営を

お願いしておりました、社会福祉法人ポロト会、緑丘保育園。ここについてもという考え方を

持った上で、６、ポロト会、緑丘保育園への対応ということになります。緑丘保育園につきま

しては、これまでも特色ある保育に努めていただいておりまして、定員を上回る児童が入園し

保育をしていただいております。当然、安定的な事業経営に努めておりますし、十分児童福祉、

そこの視点をとらえて推進をしてきていただいています。ではありますが、ことし 21 年度、当

初になりますが、４月現在で 90 名定員に対しまして、88 名の入園児数と、初めて定員を割る

状況になっております。先ほどの表でも示しましたように、やはり今後においては少子化の傾

向から、子供の数は減っていく。当然入園児数も減っていくというふうに押さえておりますし、

また施設自体も昭和 50 年の建物でありますので、施設の老朽化、こういうものも含め、やはり

経営というのは厳しくなっていくというふうに予測をしております。このことから今後も児童

福祉、そういうもので積極的に推進をしていただくためには、安定した事業経営の継続の推進

ということを図るために、やはり緑丘保育園さんに対しても、次の示した条件をもとにという

ことですが、平成 22 年度実施に向けて協議をしていきたいという考え方を持っております。 

その１つ目として、児童数の減少。当然今後も予想されるということから、現在 90 名定員と

なっておりますが、やはり適正な定員数の改正を図っていくということ。これがまず必要であ

ろうと思います。それによりまして、現在の国の運営費というのは、同じ 70 名の子供を入園さ

せた場合には、90 名定員の場合の運営費よりも、70 名定員の運営費と比較した場合は、70 名
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定員の場合が１人当たりの単価の額が高くなっている状況にありますので、現実児童数が減る

ことによって、定員数を減らす形になったとしても高い運営費を確保することができて、安定

的な経営を図ることができるということで協議をしていきたいというふうに考えております。

ではありますが、定員数が逆に多い場合、ここにつきましては、現在の法律では４月であれば、

90 名定員であれば、90 名に対して 115％までは入れていいですよというふうになります。５月

から９月までは 125％までいいですよと。10 月以降については、施設の広さ、それから保育士

がきちんと確保できるのであれば、それ以上入れてもいいですよということになります。ただ

し、定員のオーバーが３年以上続く場合には定員の見直しをしてくださいというのが、国が定

めておりますので、その条件には当然合わせていかなければならないというふうになりますが、

現状の中では定員数の改正によって、安定的な経営を図っていただくということを条件に協議

をしていきたいというふうに思います。 

２つ目です。緑丘保育園さんの過去５年間。平成 16 年から 20 までの決算状況なのですが、

20 年度につきましては黒字になっております。ですが、それ以外の年度については赤字が続い

ておりまして、これまでの預金等を取り崩して対応しているという状況にあります。20 年度の

黒字についても、平成 19 年度で正職員が退職をした。それから、給与規定の見直し等をしたこ

とによって、1,200 万円ほどの黒字が出たということになりますが、修繕費、それから人件費、

また施設の整備、備品の購入等、そういうものの積立として、内部留保をして今後の運営に当

てているという、そういう状況になっております。３ページになります。今説明しましたよう

に、やはり経営状況は厳しいということからいいますと、白老日章学園さんと同じように原則

５年間。この５年間についての定員数分の運営費。これを下回った場合は、その差額分を町が

負担するという考え方を持っております。ただしですが、定員の変更、これが条件となります。

定員数については現在 90 名と。これまで、20 年度まで国は 61 名から 90 名までというので 90

名定員という枠をつくっておりましたが、21 年度、今決定ではありませんが、10 人刻みで定員

数を設定するということを国として考えております。ですので、適正な児童数、定員数を設定

した上で町民サービスの低下を招かないようにする手法を検討しながら、十分緑丘保育園さん

と協議をさせていただきたいと思っております。ここにつきましても、５年の経過ということ

ですので、これ以降については定員数と負担率について再協議をする考え方を持っております。 

７番目、保育士数と児童数の関係です。定員数が減ると保育士が減るのではないかというこ

とがよく言われるのですが、保育園における保育士数というのは国が同じように定めておりま

して、児童福祉施設の最低基準、それから保育所における保育士数の適正配置。これによって、

保育士１人に対する年齢別保育できる児童数というのが決まっております。保育士１人に対し

てゼロ歳児であれば３人まで。１歳児と２歳児であれば６人まで。３歳児であれば 20 人まで。

４歳、５歳児であれば 30 人までというふうに決まっておりますので、保育士数は児童数によっ

て決まるもので、定員数の改正によって保育士数が変わるということはない状況にあります。 

その下です。小鳩保育園と緑丘保育園の運営費と町の負担額の推移ということで、平成 22

年度から 26 年度までの５カ年の数字を出しております。これは児童数の推移の表をもとにして、
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国の運営費を算出して町の負担額を比較しております。 

まず、小鳩保育園になります。現行の 80 名を 60 名に改正をして、入園児童数の額というも

のについては、これは先ほど１ページで示しました小鳩保育園の 22 年度から 26 年度までの子

どもの数字に、それぞれの児童単価、掛ける 12 カ月分という形で出した額になります。その下

の定員満額措置費というのは、先ほど民間移譲に伴う運営費の考え方の中で出しましたが、60

名定員の年間の額ということになります。これでいいますと、22 年度については、推移計では

ありますが、年間通して運営費は上下はしますけれども、町としての負担はないのではないか

という考え方を持っております。ではありますが、23 年度以降につきましては、60 名定員に対

しまして 60 名満度の入園児数確保というのは難しいという考え方を持っておりますので、年々

児童数の減少に伴いまして、町の追加負担金というのがふえていく形で、５年間の計としては

2,671 万 9,000 円。年の平均としては 534 万 4,000 円程度というふうに押さえております。 

次に、緑丘保育園です。現行 90 名を 70 名ということで改正をした場合という考え方をして

おります。同じく入園児童の措置費につきましては、１ページで示しました 22 年度から 26 年

度の入園児童数に掛けた数字ということで計算をしております。定員の満額措置費。これにつ

きましては、定員を 70 名とした場合に措置費として出るもので、これからいいますと、定員が

上回っている状況という推計を立てておりますので、この中では町としての負担はかからない

という考え方を持っております。例えば、一番下の緑丘保育園を今の 90 名、そのまま 90 名の

定員にした場合というのが一番下に出してありますが、そうしますと、22 年度から町としての

負担金が発生するということになりまして、５カ年になりますと 2,812 万 6,000 円。年間で 562

万 5,000 円ほど町としての負担が生じるという考え方を持っております。ですので、緑丘保育

園につきましては、定員数を改正して町としては対応していきたいと。これについては、当然

相手のあることですので、町がやります、やりますと言っても、それは相手方との協議。相手

方におきましても、児童数が現実減っていくという、その危機感は持っておりますし、減るこ

とによって定員数で運営費は来ませんので、それからいうと定員数が低い方が、措置費が高い

といいますか、運営費が高いという現状の中では、そこのところでは協議ができるものという

ふうには押さえてはおります。 

その表の下になりますが、町立と民営化との町の負担額の比較というところで、５カ年にな

ります。町立では今も 2,700 万円ほどの持ち出しをしておりますので、それが５年間。それに

ついては、新規職員の採用ということは含まれておりません。あくまでも 2,700 万円の負担を

５年間の計算とした場合に、１億 3,500 万円程度今後も町としては持ち出しをしていかなけれ

ばならないと。これを民間移譲した場合ということで、５年間の町の持ち出し額としては、約

2,700 万円。それで差し引きして１億 800 万円程度、町が運営するよりも民間にお願いをした

ほうが経費としても軽減ができるという考え方をしております。 

８、保育士の処遇についてです。これにつきましては、再配置民営化計画。これを立てたと

きから、実際に保育士の処遇については検討をしてきておりますし、職種がえについても計画

的に進めていくという考え方を持っております。職種がえについては、当然職場の環境の変化、
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業務に対しての不安ですとか戸惑い、そういうものが発生するということは十分考えられるこ

と。それを配慮した上でということで、段階的に事務部門での職場の研修を行って、一般事務

職として順応できる環境を整えていくということが必要になると思います。それを踏まえて職

種がえになった場合には、一般事務職員と同じように人事異動によって各課へ配置をするとい

う考え方を持っております。 

次の４ページになります。保育園の将来見通しの時期ということになります。５年間町とし

て負担をして、その後どういうふうになるのだというところになると思いますが、このまま少

子化に歯どめがかからない場合には、これまでも議会でも説明をさせていただいておりますが、

平成 25 年度までには萩野それから虎杖浜地区にあるはまなす保育園、海の子保育園、そこの統

合と民営化の検討。それとやはり緑丘保育園の老朽化に伴います、小鳩保育園との統合等の検

討ということを進めていって方向性を出さなければならないという考え方を持っております。

また、その時期と民間の今保育園の定員数。それから町の負担割合等の協議を同じようになる

かというふうにとらえておりますので、平成 25 年度、この辺が白老町における保育園のあり方

について総合的に判断をしていく時期に入るのではないかというふうに考えております。 

10 番としては、前回の全員協議会の中でも説明をさせていただきましたが、スケジュールを

添付させていただいています。先ほど部長のほうからも説明がありましたが、今月については

三者協議会を立ち上げる。また、保護者への説明会というのを進めていく時期になります。ま

た、ある程度法人との協議のたたき台を持った上で、９月には条例等の関係法案の提出という

考え方をしておりますし、12 月には覚書の締結と。それから来年の１月には、保育士を配置し

ての引き継ぎの保育。こういうものを進めていき、来年の４月には移譲先の法人による運営を

開始をしていきたいという考え方でおります。 

雑駁ですが、説明としては以上です。 

○委員長（及川 保君） 小鳩保育園の民間移譲について、スケジュール等も含めた内容が説

明されました。これから質疑に入りたいと思います。ご意見がありましたらどうぞ。前田委員。  

○委員（前田博之君）  この中身に入る前にちょっと前段でお聞きしたいのだけども、２ペー

ジの５の運営費の町の負担の考え方が出てきて、日章学園と緑丘保育園に５年間保証すると言

っていますけども、これを一番最初に民間委託すると言って公募したときに、こういう条件を

提示して公募したのかどうかということ。これ、後から出てきたことなら非常に不公平なこと

になってくるのです。そうすれば、緑丘保育園が私もいろいろ聞いていますけど、いろいろな

関係で公募してきていなかった事情も知っていますから、そのときにこの条件を提示したのか、

後から来たのか、その経緯についてお聞きしておきたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  公募した際については、提示はしておりません。具体的にとい

うのは、当然町としても子供が減る状況の中では、そういうようなことを考えていかなければ

ならないということは頭には置いておりましたが、公募する際にこの運営費等についてはあく

までも国の基準の運営費によるという、それまでしか公募の条件としてはうたっておりません。 
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○委員長（及川 保君）  斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君） 私もいくつかお聞きしておきたいと思うのですが、一番最初のところ

に、「保育行政は自治体の責任において推進する」とこういう文言があって、今課長は町が責任

を持っていくのだと。この幼い子供たち、あるいは高齢者の福祉というのは、そういう公のと

ころが責任を持って、将来的にも悲しい思いをさせないということでは、この考え方というの

はそのとおりではないのかなというふうに思うのですけど、今ここで考えているこれから先も

自治体の責任において運営をするということの中身というのは、いつまでどんなふうなことを

考えているのか。ここの考えでは５年間保証しますよということだけはわかるのだけども、福

祉全体の中でどういうふうな責任ということを考えているのか、そのあたり明らかにしておい

ていただきたいというのが１つです。 

言葉上でわからなかったのが、２ページの５番目の④。職員の高齢化に伴う新規職員の採用

により、一層の経費増になるという。高齢化しているから、その人を若い人に切りかえたとき

に、どうして負担増になるのと。高い人だったら何倍かもらっているのに、若い人を入れてど

んどん新陳代謝を図るというのが当たり前だと思うのだけど、この物の見方というのはどうい

うことなのかということをお聞きしておきたい。 

それからもう１つ聞いておきたいのですが、緑丘保育園が過去安定した経営をやってきてく

れたということになっているのだけど、今ここで過去何年間か赤字経営をして、内部留保の貯

金で何とかしてきたと。そして、給与削減だとか手当の削減でようやく黒字にもってきたと、

こういう表現があるのです。びっくりしたのですけど、緑丘保育園というのは 90 名定員で、110

人くらいは普通いました。これ以上の条件というのはないはずなのに、これを赤字できたとい

うのは一体どういうことなのか。では、子供がたくさんいてもだめなのかという。一番年齢の

高い子ども達がいれば運営はできるのだけど、ゼロ歳児だとか１歳児がたくさんいれば何とか

なるわけでしょう。ところが、５、６歳児だけ多くてもだめなのでしょう。ただ、定員以上に

よく頑張っているなというふうに見てきていたのに、何でこんなふうになったのかということ。 

もう１つは、給料の削減で何とか黒字にしたと。では、町立の保育士さんと比較したら、相

当カットされて黒字にしたのか。そのあたりの比較というのはされているのかどうなのか。 

○委員長（及川 保君）  渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  最初は町の子ども行政の考え方。町自体が保育行政というもの

を進めていくというのは、その考え方は明確にこうであるという表現というのではなくて、例

えば保育園に関する再配置民営化計画ですとか、保育計画ですとか、そういうようなもので運

営ではなくて保育行政として取り組むという責任において進めていきますと。ですので、計画

もこういうふうに町として保育についてはこういう計画を立てさせていただきました。これに

沿って進めていきますという、行政としての考え方ということでお話をさせていただいていま

す。ですので、例えば民間の保育園をどうしていくとか、例えばですので、こちらで言ってい

るのは、将来的には町立の保育園という考え方はしないで、民間にお願いをしますですとか、

そういうもの、計画の中でお話をさせていただいていますが、そういうふうに町全体の保育行
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政というものについて責任を持たせていただいていますよと。保育園の運営というところにな

りますと、それは民間でも公立でも運営ということはできますので、そこについては民間へ保

育園の運営をお願いをしていきますというお話での運営です。町の行政としての全体の考え方

は、こういう計画の中で持たせていただきましたということです。 

それと、職員については、言葉足らずのところがあったかというふうに思いますが、高齢で

その人を新しくすればもちろん人件費も下がるということになるのですが、本来は正規の職員

という形で雇用をしなければならないというか、する人数を臨時さんで対応しているという部

分があります。ですので、当然ある程度町が町立としてずっと進めていくという考え方になれ

ば、もちろん臨時でずっとというのではなくて、きちんと正職として雇用してという部分があ

る。それによって、臨時さんと正職員を賃金格差、そういうものも大きく差がありますので、

その臨時さんを正職として雇用すると、当然人件費の負担分の増といいますか、そういうもの

が発生するという考え方になると思います。 

それと、３つ目の緑丘保育園の運営状況についてということで、当然 90 名定員で 120 名程度

児童がいたときもありますので、内部留保という形で、当然経費として持っていらしたと思い

ます。上乗せになる上乗せで、運営費は保育園に入っていたというふうに思います。ですので、

その分は内部留保という形で、例えばちょっと多く人を雇用するとか、それから事業としても、

ちょっとお金を多く使えるような形で自由に運営をしてきているというふうには押さえていま

した。この５年間の中で当然赤字になっているところはどうなのかということではあるのです

が、町としても当然大きな改修等の場合には、町がお金を出して改修等の事業もこちらでして

おりますので、負担としてそんなに大きな負担があったという、こちら側もちょっと認識がな

かったかというふうに思いますが、現実、子供達が減ってくる、それと同じように子供が減っ

た場合でも、ゼロ歳の子供が減るのと、４、５歳児の子供が減るのでは当然運営費に大きな差

があるのです。それは、ゼロ、１、２が多いと逆に人件費はかさむのです。３人に１人しか子

供を見られませんので、保育士が。逆に４、５歳児が多いと、30 人まで１人で見られますので、

そうなると人件費ということから考えると、すごく経費的には安くといいますか、運営をして

いく上では楽に運営ができる。どちらかというと、今年齢の高いお子さんがいなくて、年齢の

低いお子さんがどんどん入ってくるという状況があるものですから、そうなりますと同じ運営

費としていただいて、その分上乗せではくるのですけど、年齢が低ければ子どもの単価は高い

のですが、それでもやはりそこのところでは大変な部分。具体的な中身はこちらの方では見て

はいないので、そういうようなところで、年によって上がったり下がったり、運営的、経営的

に楽であったり大変であったりというのは、その年によって変わってきますし、まして何年間

かは子供の数が 110 人くらいで 100 ちょっとというときもありますので、通年通してその数字

を確保するというより、最初のスタートは 90 名ちょっとということが多くなってきているので、

その辺では年間の児童数からいうと、やはり減ってきているという状況の中では、財政的にち

ょっと厳しかったというところはあるのかなというふうには思います。 

○委員長（及川 保君）  教育部長。  
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○教育部長（久慈幸男君） 緑丘保育園の関係で再度説明したいと思いますけれども、先ほど

課長のほうから 5 年間の推移を見て、20 年度除いて赤字だったというような話ですが、おおむ

ね収支で 200 万円くらい前後で赤字だったのです。それを何で補てんしていたかというと、要

するに 200 万円くらい赤字でも平均で 110 人とか 114 人だとかと子供は入ってきていたのです

けれども、もしかのために国庫補助金の特別積立金ということを緑丘保育園でやっていたので

す。その金額が約 1,300 万円あったのです。それを取り崩して赤字に充てていたというような

状況なのです。ですから、一生懸命子供はたくさん入れて、保育もして、経営も考えながらそ

ういう預金をしていたという状況なのです。 

それで、先ほど説明したように、19 年度は職員の給料の改正をしたと。これは、どこまで改

正したのかそこまで詳しくは調べていませんけれども、今までの年額の手当も少なくしたとい

うような話も聞いております。そういうことで、いろいろ努力をして、20 年度は 1,200 万円黒

字は出たのですけれども、今後のために人件費の積立金だとか、修繕費の積立金だとか、備品

等の購入の積立金だとか、こういうところに内部留保するために預金したと、こういうような

内容の話も聞いております。 

○委員長（及川 保君）  斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君） 今のお答えの中でまたもう 1 回聞いておきたいのですが、まず町責任

の問題の中で、課長の言葉の中につっかかっていってもしようがないかもしれないけれども、

行政の責任として責任があるのだという一般論で逃げられても困るという気もするのだけど、

やはり運営上の問題ではないと。これは公立でも民営でもできるというのは、子供が幸せで親

が助かればそれでいいわけで、どちらでもできることは今までもみんなやってきているわけだ

からそれでいいのだけれども、運営上の問題、どんな状態になっても子供たちが放り出されな

いというそこのところが責任であって、民間に投げたときに、子供が減ってしまってもう運営

できませんと、もう辞めましたと、万歳しましたといったときにどうなのかという問題という

のが、そういうことは絶対にさせないし、そこの部分の保証をどこで担保するのかという、そ

のあたりのことがきちんとなっていないから行政面だけでは言えないのではないか。運営上、

子供たちを最後まで面倒を見切るというのが自治体の仕事であって、そのあたりがちょっと私

には、そこら辺が具体的ではないなという気がして、今聞いたのですけれど、それが１つ。 

それから緑丘保育園の問題で、内部留保があったから赤字を解消できたと。これは幸せなこ

となのだけれども、これから先々はそうはいかないのだろうなというふうに思うのですけど、

保育士さんの給与だとか手当をカットしたときに、町立の保育士さんとの比較ということでい

うと、そのあたりがどうなっているのかというところのお答えというのはなかったのです。か

なり切り詰めた中でやっていたのかなというふうに考えられるわけですけれども、民営になっ

たらどれだけの差で切り詰められていっているのかということを、もう少し私たちもわかりた

いと思いますし、その当たりもう少し教えていただければなというふうに思うのです。 

○委員長（及川 保君）  渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  最初の、保育行政ということであれば当然保育園の運営ですの
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で、民間になっても町として負担といいますか、それは負担をさせていただきたいということ

で、今回５年という提示をさせていただきました。この後についても当然子供の数が減ってき

て、例えばあってはならないと言いますか、考えたくないのですが、民間としてはどうしても

経営はできないというような状況が、もしかしたら子供が余りにも減りすぎて、そういうよう

な状況が発生するかもしれないですよね。そのときに行政として、それは保育園にお願いした

のですからお願いしますよというふうには、やはりそれはならないと思います。当然、それに

ついては行政が最終的に責任を持つと。それをどこかの文言か何かに入れていくというふうに

なると、なかなかそれは難しいところかなというふうに思いますが、それは当然白老町にいる

子供たちをどうしていくということについては、白老町の行政として考えていく、最後まで責

任を持っていくというお返事しかできないのですが、どこかに文言をつけろというのであれば、

またちょっと別ですが、最終的には、町としても考えとしては 25 年度くらいまでには方向性を

決めて、その後ももちろん進めていきますというところで、ここでは押さえているのですが、

最終的にも当然行政が責任を持たなければならないというふうには思っております。 

それと、保育士の人件費の関係でしたが、白老町保育園再配置民営化計画の中の 13 ページの

ところに人件費の割合というもので、当時なのですが出させていただいています。それで比較

しますと、町立全体の割合が保育園にかかる総経費の中の 88.6％。それに対して私立緑丘保育

園の総経費にかかる人件費の割合が 81.03％。このとき、19 年度の分なので、町としては 20％

の人件費を削減する前の数字であろうというふうに思います。ですので、それからいうと、人

件費の額としては緑丘保育園さんも当然皆さん経験年数が高い方が多いものですから、その辺

のところでは緑丘保育園さんの人件費も額としてはかかっているというところではあります。

ただ、町も 20％の減というのをしていますので、それで緑丘保育園さんとしても給与等の見直

しというもの、19 年度にされていたというふうに押さえております。 

○委員長（及川 保君）  土屋委員。  

○委員（土屋かづよ君）  今民営化に向けてのいろいろな方針をお聞きしたわけなのですけど

も、９番目の少子化に歯どめがかからない状況にあるということではわかるのですけども、や

はり民営化そのものが自治体の保育水準全体を低下させることになるのではないのかなと思う

のです。ここに少子化に歯どめがかからないと言っていながら、やはり公立保育園の民営化の

問題というのは、財政再建を優先としている部分があると思うのですけども、やはり財政難の

ツケを子供に押しつけている、ちょっと行政の動きとしか見えないのですけども、少子化問題

を言うのであれば、もう少し少子化問題に対していろんな施策を講じていく必要性もあるので

はないのかなと、これを見ていて思いましたのですけど、そういうことに関しては。全国的な

傾向でわかるのですけど。 

○委員長（及川 保君）  渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  この文言については、保育園の民間移譲も含めて保育園という

ことに特化するので、少子化がこのまま続くようであればという表現をさせていただいたので

あって、当然町として少子化対策というものは進めていかなければならないと思います。ただ、
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今委員が言われたように財政的な面だけというところでいいますと、例えば緑丘保育園さんに

は民間で 62 年度からずっとしていただいています、20 年間事業を進めていただいていますけ

れども、本当に一生懸命やってくださっているというふうに思います。そこの園としての特色

も十分出しながら運営をしてくださっておりますので、そういう意味でいうと、どちらかとい

うと行政がやると安心、民間がやるとどうかなというようなところがあるかというふうに思い

ますけれども、現実今運営をしていただいている保育園については、本当にどこへ出しても胸

を張って紹介をさせていただける保育園というふうに押さえておりますので、財政的なものは

確かにあります。ただそれだけではなくて、行政がやらなくても民間で特色のあるいい保育を

してくださるのであれば、それは民間にお願いをするという考え方は、町として持ってもおか

しくない考え方ではないかなというふうに思いますが。 

○委員長（及川 保君）  吉田委員。  

○委員（吉田和子君） 保育園の民営化をするときの条件としていろいろ質問したことがある

のですが、やはり民間に委託する場合の競争の原理が必要だろうということで、１カ所しかな

かったということに対して町の対応の仕方をちょっとお聞きしたことがあったのですが、これ

は議会説明用なので白老の町立保育園の民間移譲の考え方についての議会説明書の中で、保育

園の将来像という中で、現時点で乳幼児人口が減少傾向にある現状においては、行政が一時的

に負担を強いられる可能性が高いと考えられると。保育園の方向性として、自治体が運営する

よりは経費が軽減されると。しかし、今後減少によっては負担を強いられるような可能性が高

いというふうに考えられるというふうに、これは議会説明なのですけど、その後のその次のペ

ージの保育園の民間移譲に関する諸事項についてという中に、移譲に伴う運営諸条件がありま

したよね。その中で、保育所運営については児童福祉法による保育所運営費国庫負担金のみと

するというふうに条件としては出しているのです。そういった中で公募したのです。私はこの

移譲に関する諸条件できっと公募したのだと思うのです。そのときは、このことが減少したと

きに、そういう保証をしますよということがきちんとうたわれていなかったと。なぜほかの保

育所が応募しなかったのかということを聞いたときに、原因としてはっきり押さえていないと

いう答弁だったのです、たしかあのとき。 

私は、その前のいろいろな緑丘保育園の対応を聞いていましたから、大変なのだというのは

聞いていたのです。民間移譲する中で、子供が減っていくという条件がある中で、こういった

保証がなければ二の足踏むのは当然だっと思うのです。きっと公式な議会の場だから言えなか

ったのかなというふうに思ったのですけど、それは民間の運営の問題だから言えなかったのか

なというふうにも考えて、それ以上は深くは追求しなかったのですけど、今後は応募しやすい

条件を整えるべきだと、そのときはたしか言って終わったと思っているのですけれども、今回

こういうふうに町が、人数が減った分は定員の見直しと同時に、５年間はやっていくというこ

とが打ち出されたときに、要件として議会に説明のときはそういうことがあるよと言っている

のに、公募のときにもしそういったことは可能性として絶対あるわけだから、議会にも説明し

ているわけだから、応募するときにそのことをきちんと明示しなかったのかどうなのか、その
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点は私もちょっと１カ所だったということが引っかかっていたことだったのです。それで質問

もしたのですけれど、そのときは理由をはっきり言わなかったものですから。後になってから

こういう条件が出てきたときに、このことをもうちょっと早くわかっていたらもっと違った形。

受けたところが悪いということではないですよ。ただ、競争の原理とみんながやりたいという

ふうな方向性を出してこられるような条件として、なぜこのときにそういった思いがあるのに

出せなかったのかなというのがちょっとあるのですけども。  

○委員長（及川 保君）  渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  保育所運営の諸条件という中には、保育所運営費等の支出につ

いてはという項目の中には、保育所運営については児童福祉法による運営国庫負担金に基づき

補助するというふうに、これしか明記はしておりません。その公募するための説明会を開いた

後に、質問をいただく期間をとりました。その期間の中で、質問として、欠員を生じた場合の

保証はありますかという質問がありました。これについては、回答として、定員数に対して入

所児童数が下回った場合、上限額を設定して保証する考え方でありますという回答を、これは

両方平等に応募をしてくださった法人両方に回答をしております。これは質問をくださった側

だけではなくて、この質問とそれに対する回答については、両方に平等にお渡しをしておりま

す。こちらとしてしたのはそれだけです。 

○委員長（及川 保君）  吉田委員。  

○委員（吉田和子君） 先ほど前田議員が説明したときに、そういうことはしていませんと言

いましたので、そういったこちら側の運営に対してのそういう不足分に対してやるということ

はやっていませんと、先ほど言いましたよね。条件としては出していないけれども、回答はし

ているから、両方ともそれは知っていたのですね、条件としては。それならわかるのだけども、

先ほどの説明聞いただけでは、やはりちょっとそれは１つのこちら側の不手際というわけでは

ないけど、条件が平等にいかない、後になってから受けた側にこうやってしますよというのだ

ったら、すごく不平等なやり方ではないかなと思って聞いていたものですから。そういったこ

とが質問に出たにせよ出ないにせよ、両方にはきちんと言ったというのであれば、そういう部

分では片手落ちではなかったのかなというふうには思うのですけども。  

○委員長（及川 保君）  補足ありますか。渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  基本的に質問をくださったのは、一方の法人さんだけでしたの

で、例えば障がい児保育のときの補助があるのかとか、それから実際に 19 年度の実績でどれく

らい経費がかかっているのかとか、そういうような質問をいただいて、それについての答えは

全部平等に同じ文章を両方にお渡しさせていただきました。 

○委員長（及川 保君）  久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 保証の関係で、教育委員会としても協議はしました。それで、委

員の皆様方もご存じかとは思いますけども、日章学園が千歳の春日保育園を今経営していると。

それと登別でも民営化したと、そういうところの状況も調べて、千歳は 100％、登別は 90％だ

というような話をいろいろ調べて、教育委員会としてどうするかということで検討しました。
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それで、一番その中で根幹をなしたのは、斎藤委員が言ったように、同じ保育園入って不公平

な保育はできないだろうと。やはり同じ給食を食べるにしても、同じ給食を食べてもらいまし

ょうと。どこか遠足へ行くとしても、ここだけは行かないとか、ここは行くとかいう話にはな

らないでしょうと。満足いく保育をしていただきましょうと、そのためにはやはり行政として

の責任というのは最大限努力しますよということで、定員の満額については保証しましょうと

いうような結果になったのです。そういうことでご理解をいただきたいということです。 

○委員長（及川 保君）  吉田委員。  

○委員（吉田和子君） 今回、白老町として民間移譲を進めていく中での今後の課題として、

そういった定員不足が出てくるということでの条件として、民間の人たちがやっていく中で、

子供たちに不公平感のないような保育事業をしてもらいたいということで、町として必要なも

のと認めたときには、そういった補助をしていくということでのものなのですが、これはあく

までも定員減による運営であって、先ほどあったように緑丘保育所は定員よりも上をいってい

たと。しかし、保育士さんの年齢も上がっていっていたと。人件費も自ずと上がると。そうし

たら、子供何人に対して幾らの処置費ですから、保育士さんが 10 年たったから、その保育士さ

んの給与費が上がるわけではないですよね、パーセントとして。当然、保育所としての運営を

していくときには、年々たっていくと給与は上がっていく。そして児童はふえてはいるけれど

も、人数の設置費は変わらないというふうになると、当然運営は苦しくなりますよね。これ５

年、10 年やっていくわけですから。そういったときに、白老町は５年ということで出していま

すから、もちろん定員の見直しもしていきますけれども、そういった部分では保育士さんはし

ょっちゅう入れかえしていくか、ずっと臨時職員でおかない限りは、保育所の民間運営という

のは苦しくなるのは当然みえてきますよね。定員減だけではなくて。給与費の関係で。これは

白老町がやっていても同じだと思います。職員がどんどん年をとっていけば上がっていくと。

では、今後この民間移譲していったときに、もう１点問題が出てくるのではないかと思うので

す。措置費の運営費の人数配分だとか、そういったものは変わらないけれども、人件費は変わ

ってきます。ですけど、定員の減った分に対しては保証するけれども、今後人件費の部分で、

年齢がいった場合には、町としては今後行政には責任を持つということであれば、その運営を

していくためのもう１つの部分が出てきたときには、またそのとき検討をするのか、そういっ

た問題も含めて総合的に今後また民営化する可能性ありますよね、もう１カ所の。そういった

ときに、そういった問題点というのは、どこまで町がやっていかなければならないのかという

のを明確にしておかないと、今後またそういった問題が出てくるのではないかなというふうに

思うのですけれども。その辺どうなのでしょう。 

○委員長（及川 保君）  久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 当然、今吉田委員言ったような問題は考えていかなければならな

いと思っています。ですから、今言ったような問題も含めて、５年間保証はしますけれども、

４年後に今の状況についてどうなのだということについていろいろ話を聞いて協議をしながら、

それでは次のステップをどう進んでいくのだというようなことを、行政として明確にしていか
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なければだめかなと。今の時点でこうするああするということはちょっと言えませんけれども、

ただ児童数も今減ってきているところを言っているけれども、逆にふえる可能性もある。だか

ら、その辺をきちんと見ないとだめだと思うのです。それにはやはり３年ではちょっと早いな

と。５年くらい見なかったら見られないなと思っています。それで、ある程度５年間は現状で

60 名定員で満度に見ていきましょうと。それと、課長言わなかったですけど、例えば特別保育。

障がい児入りましたよといった場合は、これは保育士さん１人必要なのです。そういった場合

は、町として新たに負担しなければだめだと。その部分については上乗せして、措置費を出さ

なければだめだというふうに考えておりますので、そんなことで４年後、５年後で今言ったと

こについて検討していきたいと思っていますので、ご理解をしていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩をいたします。  

休憩 午前１１時１４分  

                                         

再開 午前１１時２４分  

○委員長（及川 保君）  休憩を閉じて委員会を再開いたします。  

吉田委員。  

○委員（吉田和子君） 今定員の管理ももちろん、先ほど人口がふえていく可能性もあるとい

うお話だったのですが、もちろん人口ふえていって、少子化対策もやっていますので、ふえて

いってもらえれば大変幸いだと思いますけれども、今の現状ではやはり厳しい状況が続いてい

るのかなと。そして、この３年くらいの出生数が減っている分は、３年後くらいまで影響が続

くということは、25 年くらいまではこの影響は必ずあるということですので、そういった見直

しの中で民間移譲したわけですから、今後運営に関しては、定員が減った場合は、もちろん定

員の不足分に保証していくというのは、これは必要なことになっていくのかなということを明

確にしておくということが必要ではないかということが１点。 

それからもう１点。私も何回か認定子供園の質問をしておりましたけれども、今回保育所の

問題なのですが、ちょっと人数的なものを見ると、日章学園も今 127 名くらいでやっているも

のが、25 年度には 70 何名に減るといった状況が続いていったときに、今後民営になってしま

ったらもう言えないことだと思いますので、今後白老町としても認定子供園の方法も視野に入

れてもらいたいということを、きちんと言っていくということが今後の 25 年度の見直しをして

いく中で、私は必要なことではないかというふうに思うのです。これは、白老町全体の保育行

政、子供達、児童を守っていくための方策として、減っていった場合。ふえた場合はいいです。

減っていった場合には、そういったことも含めて、もちろん認定子供園の場合はいろんな基準

があるのですが、そういったことがクリアできる状況が整ってきたときは、そういった手法も

考えいくということも運営の中で盛り込んでいただきたいということも言っておくべきことで

はないかと思いますけれども。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  １点目のどこまでとは、具体的に支援ができるのかどうかとい
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うところを明確にと。ここの場所でここまでというところはお答えできないかなというふうに

思いますが、当然白老町の保育行政を町が責任を持っていくのだというところであれば、それ

は当然この後具体的なものとして出していかなければならないというふうに思います。それと

２点目の幼保一元化の認定子供園制度についてということでいいますと、現状、今法人が幼稚

園と保育園を運営されるということからいうと、今後そういうような可能性として出てくると

いうところでは、その辺のところでは当然法人側の考え方というものもおありでしょう。町と

しても、できれば認定子供園というような施設というものの可能性というものを提示していく

ということについては、それは考え方として何らかの形で考えていきたいとうふうに思います。 

○委員長（及川 保君）  斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君） 先ほどの話し合いの中で、定数割れの保証については、これはやって

いきますということで、それが事前にわかっていたか、わかっていないかということですけど、

そのことは一応理解したのですが、もう１つ、民間に移行していくにあたって、サービス業務

が今よりももっとよくなっていきますという条件というのはあったと思うのです。本当に町か

ら民間に移ったときに、急激にそういうようなサービスがよくなっていくのかという、それが

できるのかということで、その保証はどうするのかという。特別保育をやれば、必ず金がかか

っていくことですから。応募が１件になってしまった理由の１つに、そんなサービスとてもで

はないけどできないという話が、それもあったわけです、事実。そのときに、先ほど部長が言

ったけれども、そういうかかる金は町が保証しますと。こういうふうに聞こえたわけですけれ

ども、そういう条件というのも、そのときに出されていたのかどうなのか。であれば、町から

そこまで面倒をみてくれるのであったら、俺達もやれるというのではないかという、そういう

判断に立てなかったのかどうなのかという、そのあたりはどういう関係になっているのか。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  特別保育についてということでいいますと、保育所運営の条件

の中に延長保育、休日保育、一時保育を行ったときには、次世代支援交付金に基づき補助をし

ますと。それから、障がい児保育を行ったときは、係る経費について別途協議するというよう

なことについては、保育所運営の諸条件の中に入れてあります。それと、その後の質問の中で

も延長、休日、一時に係る補助金は幾らですとか、それから障がい児保育に係る定員と補助金

は幾らですかというようなことを質問としていただいておりますので、それについては延長保

育についてはかかる経費の２分の１ですとか、休日についてはこうですとかいうような提示と、

それから障がい児保育についても補助は教育委員会において検討してまいりますというような

ことを回答して、両方に出しております。こちら側の情報のキャッチが悪いと言われれば、そ

うなるのかもしれないのですが、先ほどから、こういうような条件があれば応募したかもしれ

ないというような話があったと。その辺は申しわけないですが、こちら側が把握をしていない

ことなものですから、そちら側から質問される中身についてはこちら側としては把握をしてい

ない部分でありますので、そのところについては相手側がどういうふうに思っていたかという

ことは、こちらでは予測が立ちませんけれども、条件として提示しているもの、回答として出
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しているもの、それ以外についてこちらとして例えば個別にどうだとか、あちら側にはどうだ

とか、そういうものというのは、こちらとしてはないというふうに押さえております。 

○委員長（及川 保君）  斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君） ただわかることは、そういう条件も事前にはきちんと知らされていた

ということですね。あとはどう受け取ったかは、そちらの問題であって、事前にきちんと話し

てあったと。それで理解します。言葉がきちんと我々のほうに伝わっていなかったのかもしれ

ない。一部だけ聞かされているのかもしれないですけれど、その件は理解しました。  

将来的な見通しの件でもう１つ質問したいのですけれども、例えば４ページの一番最後の中

に、これから残されたはまなす、海の子は、将来民営化されていくという方向で人数の関係か

らいってもそうなるであろうと。そうすると、こちらでは小鳩が民営化して、緑丘と小鳩があ

ると、では、西のほうにある海の子やはまなすは民営化するとなれば、西のほうでそうならな

いでまたこちらのほうへ寄せられてくるのかと。最終的には緑丘が減っていけば、小鳩のほう

へ吸収されていくような、こういう描き方になっているのだけれども、実際に町として、白老

町の中に何カ所の、民間であろうが公立であろうが、どこに保育所を置くかという、そういう

設定というのはないのかどうなのか。やはりこの広い白老の中に、２カ所必要、３カ所必要だ

と。それに向かっていくけども、条件が変わってくれば合わさっていくのか、これはやむを得

ないとしても、最終努力するのに何カ所のところに置くというのが望ましいのか。私は実態か

らいうと、やはり字白老に２カ所あって、西のほうに１カ所あるというのが、すごく望ましい

形ではないかというふうに見ているわけですけれども。それを全部字白老のほうに集約されて

くると、やはり竹浦、虎杖浜方面というのはつらくなっていくのではないか。送り迎えなんか

も。そういう全体的な描き方の中で、町として。成り行きは成り行きとして、どういう構想を

持ちながら進めていくのか、そこら辺が考えられているのかどうか。 

○委員長（及川 保君）  渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君） 昨年の 10 月に全員協議会の中で説明をさせていただいた資料の

中の７番に、町立保育園の将来の見通しということで、25 度年までに白老地区については、緑

丘と小鳩の統合等の検討をしていきますと。それから、萩野、虎杖浜地区の方向性も検討して

いきますと。平成 30 年になりますと、20 年 10 月の子供の推計ですので、今の数字より少し高

いのですが、そのときで乳幼児合わせて 530 名程度、537 名ぐらいということを踏まえると、

民間の施設として幼稚園を１園、保育園を２園という考え方でおりますという説明をさせてい

ただいています。といいますのは、白老地区に 1 カ所。それと西のほうに１カ所といいますか、

そういうような形で、それは民間の保育園として、そういう形で設置をしていくという考え方

で説明をさせていただいたかというふうに思います。考え方としては、白老地区に全部集約す

ると、当然子供の負担ですとか送り迎えなり、バスになるにしても子供の負担というものも大

きくなりますので。それと地域性といいますか、そういうものを考えると、白老に全部集約し

てバスでというような考えはないとは言いませんけれども、今の段階ではそういう考え方はし

ていないと押さえています。 
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○委員長（及川 保君）  斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君） そういう構想を持っているということ。私も前に聞いているのだと思

いますが、西のほうに１つ、これを民営化しながら残していく、現実的にそのことが考えられ

るかどうか、そのことについてどうですか。  

○委員長（及川 保君）  渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  今の建物の状態をいいますと、どちらも同じくらい３年、４年

くらいの差でしか改築されていないのです。傷み状況も片方は海に近いですとか、そういうよ

うなこともあって、施設も含めてどちらをというのは、この後状況を見ながらというふうに考

えていますので、今この場所で、こちら側を残してこういうふうにというところまでのお答え

はできないというふうに思います。お子さんの状況といいますか、入園児数も含めていいます

と、今は萩野のほうが若干子供の数は多い状況にあります。竹浦のたけのこ保育園を閉園にし

て統合しても、虎杖浜のほうが今 42 名程度ですので、若干少ない状況になっています。ただ、

この後のお子さんの状況も見ながら。あと、建物とそれから地域の皆さんとお話し合いによっ

て、時間をかけながら協議していかなければ、そこの結論は今の段階では見えないかというふ

うに思っています。 

○委員長（及川 保君）  前田委員。  

○委員（前田博之君） 原則としては、民間でできるものは民間にしなさいと。そして、サー

ビスは低下させないということが原則では私聞いていますので、それを理解した上で答弁願い

たいと思いますけれども、まず１点。何点か話されていますけれども、負担運営費、措置費の

定員減による不足分を負担するということは、当初ではなくて質問によって答弁したと。非常

に大事な話なのだけど、その経緯がそのときの回答だけで、そういう対応がよかったのかどう

かということ。これはこれから交渉していくのだけど、どこかで最終決定されると思うのだけ

ども、今の部長や課長の話を聞いていると、丸々100％出すみたいな言い方しているのですけど、

よその町村みたくある程度限度額を決めるのか、措置費の 70％をみるとか、そういうことがち

ゃんとまず整理されているのかどうかお聞きします。 

○委員長（及川 保君）  渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  今後の段階で条件等のもう少し詳細な提示といいますか、それ

が必要であったのではないかと。その辺が適切に対応できているのかというところなのですが、

町としても具体的に数字をはじいて、ではどこまでというところの状況が見えていなかったと

いうのは確かにあります。ですので、本来であれば、その時点で例えばこれくらいまでは保証

しますよとか、ここまでの限度額ですよとかいうような条件の提示の仕方、そういう手法も１

つあったかというふうに思います。ただ、町として条件を提示させていただいたときには、そ

こまでというものがなく、運営費でできるような状況をこちらとしても想定をしていました。

それと子供の数自体が減っていくということがありましたが、ここ１、２年の数字が余りにも

落ちているというところからいうと、定員数での運営というのが難しい状況をこちらとしても

十分把握できていなかったかと。その辺からいうと、こちらとしての不手際というのはあった
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かというふうに思います。ただ、条件の出し方というのは、その自治体、自治体によって、や

り方はいろいろあろうというふうに思いますので、そこのところは、この提示の仕方がよかっ

たか悪かったかというような判断はできないというふうには思っています。 

それから、限度額についてですが、先ほど部長のほうからもお話がありましたが、町として

も、では本当にどこまでの保証がいいのかということにつきましては、理事者も含めまして、

協議させていただきました。先ほどお話の中にありましたが、千歳としては 100％。登別とし

ては 90％。どちらかといいますと、ほとんどの保育園の民間移譲といいますか、民営化といい

ますのは、指定管理者制度が多くて、完全なる移譲という例がなかなかない状況だったもので

すから、うちとして押さえているのは、千歳が 100 と登別が 90 と。白老町としても、ではどの

くらいの限度額であれば相手側も運営ができて町としてもどうなのかということについて協議

させていただきましたが、やはり町として当然抱えている保育士さん。特に臨時さんの中では、

勤務を希望されるという方もいらっしゃる。それから、子供たちが十分保育園の中で生活でき

るというところで、健やかに育つという考え方も持ったときにやはり運営費100 であれば100％

ということで負担をしていくという考え方で出させていただいたのが、今回説明をさせていた

だいた部分です。そのほかには 90 はどうだとか、80 くらいで運営というのはどうなのかとい

うところはありましたが、緑丘保育園さんもずっと定員割れしないできていても、やはり経営

的にはそんなに楽ではないというところではありますので、それからいうと、負担はやはり

100％でいくべきであるという考え方で 100 を出させていただきました。 

○委員長（及川 保君）  前田委員。  

○委員（前田博之君） その 100 というのは、議会で議論しているのだけど、今の答弁の中で

はもう既定事実で決まっているということですか。そういうことでいくという方針で町として

の公的な見解として出しているのですか。 

○委員長（及川 保君）  久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 今課長のほうから話ありましたけれども、負担については部長会

議でも諮りました。今あったように、民間移譲するのだから、民間努力ということで 80 だとか、

90 というようなことでいったらどうかという話もありました。ただ、いろいろ検討した結果、

部長会議としてもやはり 100 でいくべきではないかという話になって、最終的には庁議、理事

者含めた形で、さらに突っ込んで話をした結果、100％が望ましいという結果なりました。そう

いうことを踏まえて、既に日章学園さんには 60 人の定員で 100％負担したいと、こういうよう

な話は進めております。 

○委員長（及川 保君）  前田委員。  

○委員（前田博之君） 決まったということですので、これから委員会でどういうような議論

するのかわかりませんけど、それはそれでわかりました。ただ、千歳の場合は日章学園で受け

ていますけど、私の調べた範囲では、あそこには土地は提供されていますけれど、建物なんか

は全部自分達で借入こぼしてやっているのです。登別とまた条件が違うのです。そういうこと

を部長会議、庁議も 100 で十分対比して議論されたのかということをお聞きします。条件が違
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うということです、白老町も。同じ日章学園受けるにしても。相手は全部、多少の建物の建設

費の利子何かも、何とかみていますけども、そういうこと含めて定員の不足分については見る

と言っているのです。うちは丸々土地から建物全部移譲ですよ。建物は無償です。千歳市は古

いもの壊して建てているのです、新しく。その建物費は法人が持っているのです。そういう条

件を十分に仕事組み立てていく上で、町側職員のほうで、そういう条件も精査された中で、今

言った結論に達したのかだけお聞きします。 

○委員長（及川 保君）  久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 当然、今言ったようなことについても、ある程度資料といいます

か、口答でお話しした中で、こういう結果になったと。それで、この結果になったことの大き

な要因というのは、子ども達の保育サービスにやはり格差はつけられないでしょうと、こうい

うようなこと。それプラス、民間移譲することによって、民間としてのプラスアルファー的な

ものも期待しましょうというようなことも含めて、60 人定員の全額を負担しましょうというこ

とになりましたので、ご理解をしていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  前田委員。  

○委員（前田博之君） 民間委託するからお金が足りなくなる措置費をちゃんと見てあげなけ

ればいけないから、保育サービスの低下する、しないは、僕は別だと思います。それだけ言っ

ておきます。小鳩と緑丘保育園の中で、５年間定員割ったら見ますと言っていましたけれども、

定員を仮に小鳩なら 60 なら 60 を、これから４年間見直しするまで変えないと言っているので

すけれども、この表もらったら、もう現実に 23 年、24 年から定員 60 の数字になっているので

す。そうすると、ここで言う４月定員に対して 15％の枠があるのです。そういうものを適用す

ると、もう 23 年から定員を緑丘にしても小鳩にしても、その都度条例化して処置していけば、

４年間見なくてもこの 22 年のように町の追加負担金というのはないとは言わないけれども、か

なり減額されるのです。そういう部分の事務手続きちゃんとやっていけば、ここであえて議会

のほうに４年目から見直し約 2,700 万円負担するということも現実出しているけれども、そう

いうことがこの数字だけ見てもわかるのです。数字は 22 年になったら 61 名ですよ。23 年度は

56 名でしょう、予定しているのは。それをなぜ 60 にしないのか。60 にすれば 1 名オーバーし

ても来年 15％の枠で救えるのです。そういうことをやっていくと、23 年したら 56 名ですから、

この 410 万円出さなくてもいいと思います、50 名にすれば。そういうことをやっていけば、何

もあえてここでやらなくたって、これだけ財政厳しいのに、まずそこをお聞きします。 

それと合わせて、先ほども質問ありましたけども、６の②に緑丘保育園が５カ年間決算は赤

字だと言ったのですけど、吉田委員の先ほど質問しましたけれども、定員を上回っているはず

なのです。そうすると赤字がどうかということは、園のほうの経営の方法、方針であって、そ

の辺を措置費出している中で、これだけの５年間赤字の状況あったということの認識と原因は

分析されたのかどうか、まずその部分だけお聞きします。 

○委員長（及川 保君）  渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  最初の運営費の関係の定員数なのですけども、緑丘保育園につ
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いては、来年 70 でずっと定員を維持できれば５年後。小鳩保育園についても、60 名定員に改

正していくと。その後になると 23 年度に予定として 56 名というところになれば、60 名定員で

はなくて、その定員をもっと下げていってということは考えられないのかということですね。 

○委員（前田博之君） 50 名にして、６名オーバーしたって、15％アップで処置をすれば、こ

こであえて 60 にしないで、定員 50 名にすればいい話でしょう。単純に考えてそう思う、この

財政厳しい中で。そういうことを考えられないかということです。 

○委員長（及川 保君）  渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君） そこの財政が厳しい中でということになると、確かに 60 名定員

ではなくて、もう少し定員数を下げてというところはあると思いますが、先ほども言いました

ように、やはり雇用される保育士さんたちの安定的な雇用といいますか、定員数を下げても子

供の数が変わらなければ、当然その分の措置費というのは入っては来るのですが、財政的に定

員数が下がってということは、現実子供の数が下がるから、定員数を下がるということになり

ますので、割高になるといいますか、経営をする上で子供の数が減れば、経営としては割高に

なるというのは、現実だと思います。その辺のところも踏まえて、考え方とすれば当然 50 名定

員で 26 年度になれば、45 名定員といいますか、そういうようなことが考えられるのですが、

そこのところについてはある程度経営的な安定をしていただくというのと、雇用する保育士さ

んたちの安定的な雇用という考え方を踏まえて、５年間見られないかということなのです。 

○委員長（及川 保君）  前田委員。  

○委員（前田博之君） 全然答弁になっていないと思います。なぜそういうことを考えなけれ

ばいけないのですか。あくまでも定員の中で措置するというのが原則でしょう。人件費云々と

いうのは、職員が仮に民間に行ったらその分給料減らせないから見るという含みがあるのです

か。今言った人件費だとか云々と言っているけど、あくまでも措置費は措置費の中でやってき

ているわけでしょう。今課長が言うのは、失礼な言い方だけど、町立の考え方なのです。措置

費以外でも職員が年齢オーバーになっていけば、措置費以上の人件費を出していくわけですよ。

だから、これだけの赤字になっていくわけです。先ほどの説明した資料にも出ているけれども。

そうではなくて、あくまでも民間委託するわけだから、定員の措置の中で考えるという話でし

ょう。僕が言っているのは、合理的に言っているはずです。ここだけ町から数字出てきている

のに、なぜ 60 名もやってこれだけお金を出してやらなければいけないということです。もちろ

ん定員にして、その中でちゃんと措置が満度に来るのだから。50 名になっても、仮に１人が欠

けたら１人分出すわけでしょう。49 名だったら１人分の不足分を。最小限の中でやればいい話

でしょうというのです。定員があるのに、あえてこれにこだわって、今みたいな理由を言わな

ければいけないのですか。検討できないですか、内部で。僕が言っているのは間違っていない

と思う。誰が聞いたって合理的でしょう。なぜそれを、あえて 50 名になっているやつを、60

名にして人件費オーバーするとか、経営が苦しいとかいう話にならないでしょう。そのために

国の措置費で運営をやるのではないですか。その辺の理由が全然理解できない。もっと明確に

答弁願いたい。私はちゃんと国の示した基準の中でやりなさいとやるのだからいいでしょう。 
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○委員長（及川 保君）  吉田委員。  

○委員（吉田和子君） 今、定員を下げればいいということと、もう 1 つ私はここすごく不思

議だったのだけども、人員によって、幼児の年齢とかによって保育士さんが変わると言ったの

ですけど、児童数の減少及び、今後の予想等から、これは６の①なのですけど、現定員 90 人か

ら、適正な定員数の改正を行うことにより、児童１人当たりの措置単価が高い運営費を確保す

るというふうに言っているのです。だから、定員を適正な数字にするということで、１つの保

育園を運営するのに、定員 60 にしたら、人件費のほかに施設運営の部分もあるのかなと。だか

ら、80 人より 60 人になったほうが 1 人の単価が高い。だから、保育所としての収入が多くは

ならないのかなと。ただ、子供が減った定員数にするから措置費が高くなる。この文書を読ん

でいたら、定員下げたほうが高くもらえるのではないかと、単純に何か思えるような文書だっ

た。だから、後で確認しようと思って、印つけておいたのだけど、その辺の理解、私たちもち

ょっと勘違いしているのかもしれない。今言ったことの定員管理というのは、そういうことを

言っているのだと私は思っているのですけど、どうなのですか、その辺。 

○委員長（及川 保君）  前田委員。  

○委員（前田博之君） それで今言ったように、町民サービスの低下を招かないよう十分協議

すると言っているし、５年後の移行云々は別にして、私の言っている形でいけば、定員数の負

担率について、ちゃんと適正になるのです、再協議しなくても、初めからなるのです。 

○委員長（及川 保君）  久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 前田委員の一問目の話なのですけど、措置費の中に子供の給食費、

保育園の管理費、いろんな消耗品等含めて、例えば１人３歳児を措置すれば 5,000 円だとしま

すでしょう。その中に全部含まれております。ですから、この 5,000 円で職員の給料から全部

払っていくわけです。ところが、その 5,000 円の中で例えば人件費 1,000 円もっていきましょ

うといっても、なかなか 1,000 円で間に合わないと思うのです。それを 50 人ではなくて、60

人の定員にすれば、1,000 ではなくて、1,200 円出せるかもしれない。その辺の限界が、今 60

人にしようと。前田委員言うのは、確かに 22 年で 61 人になると。定員の 15％まで見られるか

ら、50 人にしたらいいのではないかと。町の負担がなくなるのではないかと、こうはいっても、

今いったように措置費の中で、例えば 5,000 円分人件費に行きなさいといっても、1,000 円で

間に合わないのです、実際の話。だから町のほうは 2,700 万円もオーバーしていると、こうい

うことなのです。それをいくらか少なくしようと。それを最大限努力して 60 人の定員にすれば、

50 人の定員のところ 1,000 円しか出せないところを 60 人定員にすれば、1,200 円、1,500 円出

せるかもわからない。その辺の余裕を若干持ちましょうと、それが民間移譲するための１つの

経営の安定にもつながっていくのではないかと。だから、これから保育士さん募集するにして

も、例えば町立で月給 20 万円で保育士さん募集しますよといっても、それではこっちの小鳩保

育園で民営化になったので 15 万円にしますと。15 万円でなかったらやっていけないといった

場合、それでは保育士さん来るかという問題もあるのです。だから、その辺、もうちょっと上

乗せして、15 万円ではなくて、16、17 万円にしましょうということも、やはり会社として考え
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ていかなければならない。その辺の堺が我々としては、80 人から 60 人の定員にして、若干の

町の負担はあるけれども、その辺は考慮していきましょうと。ただ、前田委員言うのは確かに

そうかもしれません。まったく白老町の負担をゼロにすると。民営化の趣旨から言ったらおか

しいのではないかと、こういう論法はわかります。わかりますけども、今言ったように措置費

の分の人件費では若干足りない分も出てくるのではないですかと。その辺を町として若干負担

するべきではないですかということなのです。その辺、理解してもらうしかないと思うのです。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩をいたします。  

休憩 午後 ０時０１分  

                                         

再開 午後 １時００分  

○委員長（及川 保君）  休憩を閉じて委員会を再開いたします。  

それでは、先ほどの続きということで、前田委員のほうからお願いいたします。前田委員。 

○委員（前田博之君） そういうことで、やはり運営費については、国の措置ということで算

出ルールがあるので、やはりルールの中でより効率的な、あるいは誰でも納得できるルール算

定ができる、そういう形で、町の負担がないような形で明示していくべきだと私は思います。  

それで、先ほど部長が言った、人件費云々言っていましたけども、それはもし出すとすれば、

これに絡めるのではなく、別の形で考えるべきだと思います。それは政策的に。仮に栄高校に

１人当たりいくらと出していますし、幼稚園も１人当たりいくらということで、いろんな部分

で出しています。そういう形の中で政策的に判断すべきであって、あくまでもこれは国の措置

によっての算出ですから、よりそういう制度の中で、効率的な金額をはじいてやるのが、私は

筋だと思いますがいかがですか。  

○委員長（及川 保君）  久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 私が先ほど人件費の話をしたのは、措置費の中に人件費も含まれ

ていますというようなことちょっとお話ししたので、ご理解をしていただきたいと思います。 

それで、午前中からお話のありました、定員の話でございますけども、町としては 60 名でい

きたいというようなことで、相手方にもお話ししているところでございまして、相手もおおむ

ねそういうことで了解しているということでございます。今提案ありましたことについては、

相手のほうにそういう形でちょっと打診はしていきたいと考えております。ただ、相手のほう

もそれではちょっとできないという話になれば、それはそれで提示した形のようなことでやら

ざるを得ないのかなと考えておりますので、ご理解をしていただきたいと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君）  前田委員。  

○委員（前田博之君） 極力、１つのルール算定があるので、その中でやり、別の角度のほう

は施策的に別の手法で単純にわかるような形でやっていってほしいと思います。ただ、相手方

のいることではなくて、22 年度はこういう形でいきますけども、23 年度以降ははっきりしてい

るのですから、時間的な余裕があるので、そういうことを逆に交渉の中で妥協するのではなく

て、こういう形だということをはっきり申し上げるべきだと思います。これは、どういう形で
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出るかもわかりませんけれども、またその都度議会も考えると思います。 

最後になりますけども、３ページの最後、８の保育士の処遇について。これについて現況を

伺います。まず、小鳩保育園の臨時とか正職員については何人いるのかということです。それ

と、竹浦と社台からも廃園していますけども、その中の保育士がそれぞれの保育所に散らばっ

ていますけども、それが定員ルール算定以上の部分での配置になっているのか、ルールの中の

定員不足に充当しているのか、その辺も数字でお願いします。 

○委員長（及川 保君）  渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  済みません。確実な数字を今持っていないのですけれども、小

鳩保育園については正職が８人。それから、臨時が８人。合わせて 16 人。臨時職員の中には、

フルタイムといいますか、週５日勤務の方と、週休代替さんという形の方がいて 16 名になりま

す。それぞれ統合、閉園した保育士については、ほかの保育園に通常の子どもの数に対しての

必要な保育士の一員として配置をしております。そこのところでは、ことしはありませんでし

たが、もし過剰になれば臨時の方の採用を取りやめる形で正職を人数として配置をしています。 

○委員長（及川 保君）  前田委員。  

○委員（前田博之君） 変な意味で聞いているわけではないのです。ただ、これからここに書

いているように、職員が過剰になってくると、当然人事異動で一般職になってきますから、あ

と別の話にして、それで聞いているのです。あと今言った、社台と竹浦の部分については、虎

杖浜と萩野に行っていますよね。それは定員の中で納めているということ。言葉悪いけど、余

剰人員としては行ってはいないということですか。そして、小鳩の８人については、ここの８

で言っているような扱いになるということですね。仮に先ほど説明あったように、そのまま民

間で保育士として残るという以外の人は。この辺の対応はどうなっているのですか。  

○委員長（及川 保君）  渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君） 基本的には、小鳩にいるからその人たちをというのではなくて、

保育園の保育士全体の考え方で、研修も受けさせながら、最終的には全員を一般職として配置

がえをしていかなければならくなりますので、今の小鳩保育園の保育士さんだけを対象にして

ということではなくて、保育士全員をという考え方で、これからこういうような形で職場研修

を進めながら、配置転換していくという考え方になります。  

○委員長（及川 保君）  前田委員。  

○委員（前田博之君） 今こういう現実があるのだけど、来年からなくなるわけでしょう。当

面どういう扱いになるのですか、この８人については。  

○委員長（及川 保君）  渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  保育園が２園残ります。はまなすと海の子。そこの保育園に配

置になります。現実、今はまなすも海の子も臨時職員を雇用しておりますので、その方々もそ

の正職が入ることによって、職がなくなるといいますか、そういうような状況が発生する可能

性はあるというふうに押さえています。来年度からにつきましては、計画的にそれぞれの園か

ら何人かずつ研修をしていくと。その中で、一般職への配置がえという考え方でおります。 
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○委員長（及川 保君）  前田委員。  

○委員（前田博之君） 期間は１年、それとも、本人が事務職、職種がえに対応できるまで置

くということ。その辺、職員係どういう話されていますか。  

○委員長（及川 保君）  渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  今総務課とのお話の中では、基本的には１年間の研修期間を置

くという考え方を持っております。その中で、適正も含めてご本人の意向もそうなりますが、

その中で配置転換をしていくという考え方をしております。  

○委員長（及川 保君）  前田委員。  

○委員（前田博之君） 先ほど話した統計なのですけど、緑丘保育園の５カ年の決算状況の分

析、原因、それに対して、多分これは町で何も出していないと思いますから、先ほどの話と矛

盾してしまうのです。その辺どういう対応してきたのか、町としては。  

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君） 緑丘保育園につきましては、定員がオーバーしていたという状

況と、改修等の必要なときには要望があって、それについて町としても負担をしてきたという

ところがありますので、その細かい年度、年度の決算についてというところでは、こちらとし

ても言及してきていないですし、現状そこのところで例えば赤字が出てそれについての原因で

すとか、そういうようなところまでの把握はできていません。  

○委員長（及川 保君）  土屋委員。  

○委員（土屋かづよ君）  土屋です。町の保育計画にありますように、９ページに統合や民営

化などはそれが目的ではなくて、よりよい保育を実施するために行うものだと。私、５月から

総務に来た関係上、その以前の例えば保育計画なんかが総務で扱われたかどうかは、ちょっと

確認していないのですけど。よりよい保育をするための民営化というのは、どういうことなの

でしょう。基本的なのですけども。 

○委員長（及川 保君）  渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君）  保育園の運営の場合に、これがベストだよというところのモデ

ルみたいなものの提示というのはなかなか難しいというふうに考えています。ただ、基本的に、

子供たちがそこの保育園の中で生活をしていく、それによって当然その後就学といいますか、

小学校へ行ったりという、そこの発達をしていく中で育てられる、そこの保育の内容といいま

すか、そこの環境といいますか、そこのところが、これがよくてこれが悪いということはなか

なか評価しづらいところなのですが、子供にとって国が示している保育所、保育指針ですとか、

そういうものに照らし合わせて保育ができているといいますか、そこのところがよりよいとい

う表現にしかならないのですが、具体的にこうだというところは、提示はなかなか難しいと思

っていますが、子供が保育園の中で健やかに育つという、そこのところがそういう保育ができ

るという環境だというふうに押さえています。 

○委員長（及川 保君）  土屋委員。  

○委員（土屋かづよ君）  土屋です。その中で、今後の保育園の統合及び民営化について、地
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域ニーズを把握しながらとあります。やはり、そういう部分では地域社会のあり方が問われて

いるのではないかということと、保育の根幹にかかわる問題。まちづくりとか地域づくりの問

題。やはり子供を育てるネットワークづくりというのですか、そういうものは市町村の責任が

ない限りできないと思うのです。だから、そういう部分でいくと、今回この民営化を打ち出し

たことによって、地域のまだ説明会も開かれていないわけですから、反応というのは掌握でき

ていないと思うのですけど、やはり何らかの形で出てきているのではないかと思うのです。そ

ういうのでは、直接肌で感じるというようなことというのはありますか。  

○委員長（及川 保君）  渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君）  それは今、小鳩保育園を民間移譲ということで進めている、そ

れについて地域の方の声といいますか、そういうものがありますかというとらえ方でよろしい

でしょうか。保護者も含めて、まだこちらのほうとしては、こういうような形でという提示は

していないものですから、地域のほうからも声としていただいている部分は、現状の中ではな

い状況です。  

○委員長（及川 保君）  土屋委員。  

○委員（土屋かづよ君） 先ほど斎藤委員がおっしゃった、民間にして倒産した場合のことも

含めてなのですけども、実際に首都圏を中心に一昨年あったのです。民間会社が保育園をたく

さん持っていて。そして突然閉鎖してしまって。突然閉鎖したために、白老では起こり得ない

だろうけど、大都市では公設保育所の空きがなくて、突然子供たちが投げ出されたと。やはり、

民営化することによって、将来的にはまなすと虎杖も統合して民営化された場合に、たまたま

同じ関係者が経営に携わったとすると、そういうときに、もうだめになったからやめますとい

う、町としてきちんと責任はとりますということなのですけども、本当にそれが確かなものな

のかどうか、それが聞いていて疑問に思ったのですけども。  

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  基本的に保育園に通わなければならないお子さんが、保育園に

通えないという状況があれば、行政としてそれは困ったことですねと、腕組をして見ていると

いうことは考えられないというふうに思います。ですので、当然お願いをした法人さんがもう

運営はできないよということであれば、何らかの形で行政として子供達を安全に保育できる場

所の確保をしていくと。私が確約できるとかできないとかではないと思うのですが、基本的な

考え方とすれば、行政としてそれはやらなければならないことだというふうに思います。  

○委員長（及川 保君）  土屋委員、きょうの説明の冒頭の中でも保育行政については町が責

任を持ってやると。これはもうきちんと明記しているわけですよね。土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君）  先ほどの保育計画の中で、要するに統合や民営化を進めていくとい

うことなのですけども、必ずしも民営化を進めるという確たるものというのはないのですよね。

大阪とか首都圏のほうでは民営化に反対するお母さん方が、相当行政を動かして民営化させな

かった地域もあるのです。そういうことについて、やはり今話したように最終的には町が絶対

的責任を持つことなのですけども、そうであれば別に民営化する必要がなくて、公設の保育所
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も残しておいてもいいのではないかなと私は思って質問したのです。 

○委員長（及川 保君）  渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君） 何度も統廃合についても説明をさせていただき、また民営化に

ついてもこういうような考え方でということを、これまでも提示をさせていただいています。

当然、統合もそうですけども、民営化についても行政が全部何もかにも、どこにも知らせない

で、はい民営化しますというようなことは、それは考えにくいことですし、もちろん利用して

くださっている方はそうですけれども、地域に対してもきちんと情報を提供して、こういうよ

うな考え方で進めていきたいけれどもどうだろうかと。その中で地域のほうからも声をいただ

き、利用者の声もいただきながら、その中でうまく調整を図って、民営化につなげていけるで

すとか。ですから、今回の小鳩保育園の民営化についても公募をする前に、民営化をしていく

考え方を持っていますよというときは、保護者の方にも説明もさせていただいていますし、そ

の辺のところでは何でも行政が全部勝手に決めてということには当然ならないというふうに思

いますし、その中でやはり民間のところより行政の中で町立として運営を任せていくことの、

きちんとした必要性みたいなものを理解といいますか、お互いの協議の中でそれはやはりそう

いうほうがより行政としても大事なことだというところで判断をして、そのときに例えば今回

の民営化というのは白紙に戻しましょうかとかというようなことはないとは言えないというふ

うに思っていますが、どちらにしても行政が勝手ではなくて、地域なり保護者の方と十分協議

をしながら進めさせていただくという考え方で、計画の中にも載せさせていただいていること

であります。  

○委員長（及川 保君）  吉田委員。  

○委員（吉田和子君） ２点ほど気なることがあるので伺いたいと思います。保育士の処遇に

ついて先ほどお話されていました。これは今民間でやっているところが問題あるとか、そうい

う意味で言うのではなく、ただ、人材という保育士をずっと長年やってこられたノウハウとい

うのは皆さん持っていらっしゃいますよね。そういった方が希望して職員に戻るということに

なっていく。そうしたら今度民間になったところは、新しく保育士さんを採用するような形に

なるのではないかという気がするのです。そういった面で、人材の育成はもう民間に行ってし

まいますので、町側がどうのこうのということはないのですけれども、保育士を雇用していく

新たな段階の中で、白老町で専門にやってきた保育士さんが全部こちらに戻ってしまうという

ことで、よりよい保育行政をやっていく。民間になってもそれは変わらず、今まで以上のより

よい保育をやっていっていただくということでいえば、何かもったいないというか、もちろん

人件費の面でいえばそちらのほうとあわないと思いますので、行きなさいとかそういうことで

はなくて、人材はたくさんいるのかなと、そういう心配をしなくていいのかなというのが１つ。  

それから臨時職員。もちろん、正職が行くと臨時職員は職がなくなりますということだった

のですが、今この時代で臨時職員であれ、それで生計を支えている人がいるわけですから、そ

ういった部分では民間にそれを採用してくださいということにはならないけれども、そっちの

ほうに従事していきたいという希望があれば、そちらのほうで斡旋というか、採用の枠をつく
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ってもらうというか、受けられるような状況ぐらいは、採用する、しないは向こう側ですけれ

ども、そういった状況、次の職ということもある程度こちら側の都合で切っていくわけですか

ら、その辺の配慮が必要なのかなというふうに思ったのです。  

○委員長（及川 保君）  渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  保育所運営の諸条件の最後のほうにも、職員についてというこ

とでは、町立に勤務している正職、臨時を含めて、もし民間への希望がある場合には十分配慮

していただきたいと。実際にことしの２月に臨時職員に対しても意向調査をしております。意

見を聞かせていただいていまして、大体半分くらいの方が民間にもし行けるのであれば希望し

たいというお話を伺っておりますし、そういうことについては相手方にもお話をさせていただ

いています。当然向こうも雇用する条件としては、例えば５年経験の人は何名以上ですとか、

10 年経験の人は何人とかという、こちらとしても提示をさせていただいていますので、その年

齢に合わせた方の雇用というのは、向こうも十分考えていると思います。今のところは９月く

らいの募集で 10 月くらいには決定していきたいということで、そのときには今希望している方

の応募ということもお願いはしてあります。 

○委員長（及川 保君）  吉田委員。  

○委員（吉田和子君） 先ほど臨時職員はそういうふうに職がなくなるというようなことで終

わっていたものですから、ちょっと気になったので、人材という面では経験年数によって採用

していってもらえるということでは、よりよい保育をしていけるのかなということで、ちょっ

と安心しました。  

それともう１点。民営化後も保育の実施主体は町であると。保育料の決定及び徴収、保育所

の入所受け付けも町において実施していくということで、これはやはり民間であろうと公であ

ろうと公平な形でやっていくということになるのですが、ただ１点気になるのは、保育料の滞

納が出たときに、普通民間であれば滞納していたら来ないでくださいと言われるかわからない

ですけど、かなり厳しいものがあるのかなというふうには思うのです。ただ、行政側が徴収を

していくということになって、滞納が出たときには、それは民間の受けた側に責任を持たせな

いわけですよね、結局。町の責任であるわけですから。そうなったときに、預かっているほう

は全然そういうことは意識なしにやってくれたほうがいいと思うのです。だけど、行政側だけ

が今までみたいに法的な処置もとるとか、また保育停止みたいな形でやるということもありま

したよね、以前には。そういった形も滞納に対しては、町に責任として、そういったことは取

り組むことになるのか。それと民間は滞納している人に対しては、対応は一切しないのか、そ

の辺はどうなりますか。  

○委員長（及川 保君）  渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  保育料の未納につきましては、当然町が徴収はしているのです

が、その場合も毎月督促ですとか、そういうものを保育園を通してお渡しをしています、保護

者の方に。それから、どうしてもなかなかお支払いをしていただけない方については、直接う

ちの職員が保育園に行きまして、そのときにその保育園の職員にも同席をしていただくような
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形の中で、保育料についてのお話し合いをさせていただいております。ですので、全く民間の

保育園側が保育料にタッチをしないということではなくて、そういう形でかかわる中で。また、

保育料がちょっと未納なのでこちらの職員のほうで保育園へ行って話をしたいというときには、

保護者の方に対してちょっとお話がありますというようなことも、全部保育園のほうで対応し

てくださっておりますので、その辺は直接お金の徴収というまではありませんが、そういう形

で協力をしていただきながら、未納の方に対しての対応をしてきております。あと、入園の手

続き、今町がやっているのですが、以前にもありましたように、それぞれの保育園が直接とい

う、まだ決定はしていないのですが、そういうような考え方を国が示してきていますので、そ

のときには今度は直接保育園側に保護者の方が行って、直接契約といいますか、そういう形に

はなるかなと思います。  

○委員長（及川 保君）  吉田委員。  

○委員（吉田和子君） そうですよね、民間で今１カ所やっているのですよね。何か、民間な

のだけど、民間でないような感覚がどこかにあるのです。そして、新たにやるところはどうし

ても幼稚園をやっていたということで、別のような感覚にもちょっと聞いていたのですけども、

では今までそういうふうに対応していたとおりのことを、またこちらもやっていくという形に

なりますね。わかりました。  

○委員長（及川 保君）  斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君） ２点だけ聞いておきたいのですけども、１つは人数が少なくてどうし

ても民営化のほうに話を持っていくときに、対象になるところが日章と緑丘保育園と２カ所で

すよね。そのほかに誰かこういう運営のできる資格のある者がどこから出てくるかという、町

内には考えられないだろうと思うのです。日章のほうは今小鳩と一緒になって、合わせると 120

からの子どもを確保したわけですよね。このままでいくと、もう一方の緑丘というのは自主運

営になっていくと、消えていく運命なのかなと。ということは、やはりこれから進めていくに

あたって、ではこうやって人数、こういう状況で減っていくのであれば、はまなすや海の子を

緑丘で運営してもらうというようなことを考えられて、両方を生かしていくというような、そ

ういうことで緑丘のほうと話し合うとか、どうだろうかという、こうやっていくべきではない

かと。将来見通しとしてこうではないだろうかというような、そういう指導だとかいうのは、

町側とそういう話というのは持つつもりがあるかないか。 

○委員長（及川 保君）  久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 今斎藤委員言ったように、先ほど来からお話ししているように、

児童数の減というのは、これはもう現実的に減っていくだろうと。突発的なことがなければ、

このまま減っていくだろうというふうに思っております。そういう危惧はしております。です

から、今言ったようなことで、緑丘保育園も今これから民営化になると、お互い引っ張り合い

するということも出てくるかなと。こっちがふえて、こっちが減るということも出てくるかな

と。経営にもやはり支障も出てくるだろうと。だけども絶対数は限られている、減っていくと、

こんなようなことを考えると、今後のことを考えると、今言ったようなことで、これから萩野
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の保育園、虎杖浜の保育園等々についても、そういうような打診ということはしていかなけれ

ばだめかなと。その時期がいつなのかというのは明確には言えませんけれども、うちの保育計

画、民営化計画では 25 年ということはある程度めどしておりますので、そのあたりがめどなの

かなと、こういうように考えております。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君） 意外とそのことは大事なことではないかと、これからお互いに生き残

っていく、そういう環境を守っていくということでは、成り行きに任せて片方だけがなってい

くというような、そうならないような指導というのはどこかにあるべきだし、将来展望を示し

ながら話し合いをしていくという、そのことが大事ではないかということが 1 つ。それはそれ

でわかりました。 

もう１つ、これは前にも言って課長に怒られたのだけども、入園率の問題で、ずっと統計見

ていくと、幼稚園も入れて 50％くらい。まだ半分いる。半分全部獲得できる何てことは考えな

いけども、今保育所が存続できるかできないかという状況の中で、本当にこれを助けてもらう、

存続していくためにはやはり地域のお父さん、お母さんに助けてもらわなければならないわけ

です。自分で育てられるけれども、保育所に預けたいと。何とかそういう手だてがとれないの

かという。そのことを、やはり今生きていくために必要なのではないかと。これは前に法を破

れというのですかと、怒られたのですけど。法を破れとかそんなことではなくて、本当に地域

の保育所を生かしていくために、本当に今そういう苦境を訴えてあげられる子を入園させてく

ださいということが不可能なのかどうなのか。そういうことができないのかということ。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君） それができるかできないかという前に、家庭の中で保護者の中

でしっかりお子さんを育てていくということが基本ですので、どうしても保育に欠けるのであ

れば、それは保育園ですけど、保育に欠けないお子さんまで無理やり保育園に入れて、保育園

の中で見ていくという、本当にそれが家庭の中での子育てという視点も含めて正当なものなの

かどうなのかという。  

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君） 理屈はわかるのです。介護でも何でも在宅ですることがいいのだと。

いいのだといいながら社会的な環境が潰れていく、そのこととの矛盾というのを、やはり自治

体としてはそういうものを守っていく環境をつくるということも大事な役割なわけでしょう。

だから、何も無理やり家から引っぱがしてきて入れましょうということではなくて、許容でき

る範囲で助けてもらう。幼稚園や保育所に通わせても家庭ではしっかり保育はできるわけだか

ら。そういうことが、やはりそこら辺に抜け穴という道が。法で縛られているのであれば、そ

う言うしかないのだけど。そういう道が考えられないのだろうか。これは、そんなこと言ても

しようがないよと言われるとそれで終わりだけど、やはりそういうことをこの数字から見てい

て、やはり皆さんの地域の了解というか、理解を得る方法というのも、これは絶対試みてみる

べきだと。本当に子ども少ない、子ども少ないとおたおたしているよりは、そういう方法とい
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うのはとってみるべきではないかなと、私は思うのです。 

○委員長（及川 保君）  渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  そういう家庭でも育てられる。でも保育園でということであれ

ば、保育園ではなくて、今子育て支援センターですとか、すくすく３・９というところを用意

して、そこで子育てをしていただく。それから、保育園も園解放という形で保育園に入るまで

はないけれども、そういう集団の場というものの必要性といいますか、そのことを保護者の方

が求められるようであれば、保育園を園解放して交流保育という形をしておりますので、それ

以上にと言われると、そこはなかなか。気持ちとしてはよくわかる。うちも当然保育園のこれ

だけ半分しかお子さんが入っていないというのであれば、もっと入っていただければ当然保育

園の存続みたいなものに危惧をする必要はないですし、そこのところは十分わかるところでは

あるのですが、もう片方ではやはりきちんと家庭の中で子育てをするという基本的な保護者の

意識も持っていただかなければなりませんし、そのほかの子育て支援という施設も白老町とし

て用意をさせていただいておりますので、そこはご理解をいただきたいと思います。  

○委員長（及川 保君）  前田委員。  

○委員（前田博之君） 今の斎藤委員お話ししたのもわかりますけど、僕はやはり課長言った

ように、逆に家庭で保育園に預けられない人がいるのです。保育料が高くて家庭でみていると。

そうすると、一時的な部分でいうすくすく３・９とか、ああいうところに逆にもうちょっと助

成出すことがいいかということは別にしても、もっとみんなが利用するような形をＰＲしてあ

げてやったほうが本当にいいなと思って、課長いろいろ骨折ってつくったのだけど、ああいう

のをもっとみんなに支持されるような形でやると、斎藤委員が言った部分もかなり救われてく

るのかなと、こう思います。それで、特別保育実施に係る経費ありますよね。これは、現実に

緑丘保育園今まで予算見ても、追加の補助金、処置費出したことはないのですけど、こういう

ことが実際に障がい児延長、休日維持保育、いいことだと思うのです。障がい児保育いいこと

だとは思いますけど、現実に実態として民間の緑丘保育園はどうだったのかと、今度小鳩保育

園になったときに、今まで日章学園と話していますけども、その辺の姿勢、前向きなのか、あ

るいはどうなのか、その辺をお聞きかせ願いたいと思います。  

○委員長（及川 保君）  渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  緑丘保育園につきましては、これまでも障がい児を受け入れて

いただいております。実際に赤字になってきているというところでいうと、そこの部分の障が

い児を受け入れた場合、やはり保育士の雇用というものが、大きな財源的なものも含めて課題

となるものですから、その辺でも緑丘保育園さんとしても頑張って受け入れをしてくださって

おりました。ただ、この２年ほどはもうこれ以上保育士を雇うと、なかなか人件費の部分で大

変ということで、町立の保育園のほうに受け入れを変えているお子さんも何人かいらっしゃる

のが現状です。あと、小鳩保育園の障がい児保育、今後についてなのですが、現状として今障

がいというきちんとした名称があって加配をしている保育士が２人と、それから障がい名まで

はつかないのですが、ちょっと発達にいろいろな問題のあるお子さんが３名に対して、やはり
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保育士を１人と。３人障がいを持っているお子さん用という形で加配の保育士をつけておりま

す。このお子さんたちにつきましては、ちょうど来年の３月に卒園をすることになるのです。

そうしますと、今のところは小鳩保育園来年度、障がいを持ったお子さんが入るということは、

今のところないのですが、法人さんについても障がい児保育については、できるだけ受け入れ

をしていきたいという考え方を示してくださっております。当然、町として今までこの障がい

児保育等についてということでは、お金を出せるそういうものがなかったものですから、以前

にも説明させていただきましたが、きちんと条例化をして、それで障がい児保育をした場合に

は、これだけ受け入れをしてくださった園に対しては負担をしますよという形で進めていきた

いというふうに思っています。 

そのほかの延長保育等についても、今のところ 11 時間保育で特別どうしてももっとふやして

ほしいといいますか、延長してほしいという要望は保護者の方からは聞いてはいないのですけ

れども、これについてもできるだけ希望があれば進めていきたいということを伺っております。 

ただ、休日と一時保育、ここについてはちょっといろいろな課題があります。といいますの

は、どうしても日曜、祭日となると、病院ですとか、役場もそうですけど、そういうところが

休みになる。そのときにお子さんを受け入れると、例えば急病になったときですと、そういう

ようなときの対応というようなところありますので、ここについては１、２年なりの状況を見

させていただいて、その上でニーズを把握して、実施をするのであれば、その時点で実施をし

たいという考え方を示していただいております。 

○委員長（及川 保君）  前田委員。  

○委員（前田博之君） そうしたら、これは障がい児保育についてはこれから条例化して、制

度化するということですね。それで町立で今保育しているということになると、今度仮に今出

た資料の 2,700 万円の分にも、この障がい児保育の人件費入っているということですね。 

それと、最後なのですけど、仮に小鳩保育園行ったときに、幼稚園あってバス運営していま

すよね。今度小鳩保育園で兄弟いたり、保育園に預けるとか、あるいはこちらは保育園に預け

るとか、あるいはちょっと遠方で保育所の競争やって小鳩保育園いいから、仮に遠方の人が来

たいよという場合に、運行管理上法的な規制あるかどうか調べていないからわからないけど、

その辺は別にして、もし競争でたら、バスに乗せてくれたら小鳩入れるよといった場合には、

それらの条件等についてはどうなってくるのですか。法的を含めて、行政の姿勢として。 

○委員長（及川 保君）  渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君） 基本的には、ある程度保護者の方が利用しやすい施設に今も保

育園に入れるというのが条件になっていますので、お住まいが虎杖浜でも白老に仕事に来るの

で、小鳩に入れたいというようなことは、それは利用ができることになっています。ただ、バ

スを運行してというところでは、こちらのほうとしても直接相手側と、そこのところについて

の協議はしてはいないのですが、保護者の方が希望する。または幼稚園側がそれに対して承諾

をする。そういうようなことが現状の中ではちょっと何とも返事ができないです。  

○委員長（及川 保君）  前田委員。  
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○委員（前田博之君） 現実に、旭化成なくなるけども、向こうの人が同じだったら、同じよ

うなバスに乗って幼稚園なら２時半に終わると。隣は保育園所行くと、うちは幼稚園行くけど

も。では、一緒のバスで降ろしてくださいと。現実に出てくる、ぼくは聞いているのです。そ

ういうときに、多分想定してないかもしれないけども、そういうことの整理をしておかなけれ

ばと思って、今聞いたのです。こういうことははっきりしておかないと。  

○委員長（及川 保君）  渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  そういうことも可能性としてあるかなというふうに思います。

ただ、基本的に保育園の場合には、送迎は保護者というのが基本になりますので、バスで当然

そこまで行って、そこで職員の方と話し合いをすれば、そこが送迎口になるかということも考

えられなくはないですが、基本的にはお迎えにきて、それから送ってきてというのが、お子さ

んについての状況ですとか、そういうようなものもきちんと保育園として責任を持って把握を

するという考え方をしておりますので、そこのところについては今後ちょっと相手側とも協議

をさせていただきたいと思いますが、保育園の姿としては、保育園の玄関先が送迎口という考

え方になるかなというふうには思っております。  

○委員長（及川 保君）  ほかございませんか。よろしいですね。それでは、小鳩保育園の民

間移譲についての協議をこの辺で終了したいと思います。 

暫時休憩をいたします。  

休憩 午後 １時４５分  

                                         

再開 午後 １時５９分  

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。  

 それでは、本日の２つ目の調査事項であります、町立中学校の適正配置について町側の説明

を求めたいと思います。久慈教育部長。  

○教育部長（久慈幸男君） これから、詳細にわたっては本間課長のほうから説明いたします

けども、ことし課題の検討委員会というものを 21 年度に入って設けまして、これは統合に関す

る課題、そして、不安を解消するためどういうような課題等々があるかということで、ＰＴＡ

だとかそれから小中学校の校長先生、地域の代表、こういう人々を構成員として、課題検討委

員会を設置して協議をしてまいりました。そういった中で、いろいろ議論も尽くしてきたので、

統合に向けた具体的な検討をしたらどうかと、こういうような提案が委員の中からありまして、

それで全員一致できょうお話しします、３中学校の統合の準備委員会、これを設置したといよ

うな経緯でございます。そういうことで、きょうは課題検討委員会から準備委員会までの経過

等々、準備委員会の取り組み等について、これからご説明をして議論をしていただきたいと思

っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君）  前田委員。  

○委員（前田博之君） 今部長のほうから説明あって、課題を整理する検討委員会できたと言

いましたけど、多分 20 年の 4 月に検討委員会ができて、調べたら提言書出ているのです。ある
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いは課題 12 項目、もしできればそれを資料要求したいのですけど、いかがですか。 

○委員長（及川 保君）  わかりました。これは用意できていますね。  

暫時休憩をいたします。  

休憩 午後 １時４５分  

                                         

再開 午後 １時５９分  

○委員長（及川 保君）  休憩を閉じて委員会を再開いたします。  

それでは、本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） それでは、私のほうから。今部長のほうからもお話ありましたけ

ども、まず最初に、お手元に配付しております、これまでの白老町中学校適正配置における経

過についてご説明を申し上げたいと思います。ご存じのとおり、平成 18 年 11 月に小中学校適

正配置基本計画見直しのための内部検討会議を設置してございます。この検討会議につきまし

ては、２回ほどの内部会議を重ねまして、19 年３月に中学校適正配置実施計画を策定しており

ます。それを受けて同年５月には、議会全員協議会におきまして説明をさせていただいたとこ

ろであります。 

同じく７月には中学校適正配置検討委員会を設置しております。第１回検討委員会を開催し

ておりますが、この検討委員会につきましては、要綱を制定して構成メンバーとして全小中学

校のＰＴＡ会長 10 名。関係３地域の連合町内会長の代表、萩野については萩野・北吉原地域で

お２人ということで４名。３中学校の評議委員会の代表ということで３名。計 17 名の構成メン

バーで検討委員会を設置して、第１回を開催しているところでございます。この要綱の中身に

つきましては、概要としてお話ししておきますが、中学校の適正配置について検討し、または

実施計画について教育長に提言をするという内容のもので、検討委員会を設置して議論をして

いただいたところでございます。同じく７月には議会の全員協議会で説明したと同様に、１回

目の３地域での説明会を開催しているところでございます。８月には、この実施計画について、

町広報の８月号に住民周知ということと、パブリックコメントとして８月１日から１カ月間ホ

ームページに掲載して町民の方々の意見をいただくという趣旨で掲載しましたけども、結果的

には意見は１件もございませんでした。９月、10 月とたまたまこの時期に前教育長の山崎教育

長が９月４日に退任されると。それと、白崎教育長が 12 月 4 日に就任されるまでのほぼ２カ月

間、教育長不在の時期ではありましたけども、９月、10 月には関係する小中学校のＰＴＡとの

懇談会を開催して、いろいろ意見交換をさせていただきました。これについては、私が対応を

させていただいております。 

次に２ページ目、裏面でございますけれども、平成 20 年１月には第３回の検討委員会を開催

し、各地域説明会や保護者懇談会などでアンケートを実施すべきではないかという意見を踏ま

えて、アンケートを実施する内容について検討していただいております。２月にはアンケート

を実施させていただきました。関係３地域の６校の各保護者、それと小学校５、６年生、中学

校１年生についてアンケートを実施されていただきました。その結果について、同じく２月に
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は第２回目の３地域の説明会を開催いたしまして、ＰＴＡ懇談会の内容やアンケート調査結果

の説明をいたしまして、質疑を受けたところであります。20 年３月には第４回の検討委員会を

開催し、アンケート結果また第２回地域説明会などの報告及び教育長に対する提言書案の検討

をしたところでございます。 

４月に最終的に検討委員会からの提言書受領ということで、これは当時の会長さん、副会長

さんが教育委員会のほうに来ていただきまして、提言をいただいたということで、先ほどお配

りいたしました提言書がその内容でございます。ちょっとここで提言書も概要をご説明いたし

ますと、この提言書の中では実施計画に示されている児童・生徒数の推計から、今後さらに減

少傾向にあり、将来を担う子どもたちの教育環境を考えるとき、適正配置を進める方向として

次のとおり提言するということで、大きく２点ございます。１点目は実施計画の文言の整理と

いうことで、記載のとおりの文言整理をすべきではないかというような提言と、大きく２点目

については統合の時期について３点ほどございますけども、１点目は３地域の小中学校の交流

を実施し、生徒・保護者の不安解消に努める必要があると。２点目は、廃校、開校の準備にあ

る程度の期間を要すること。３点目は、現時点において、地域や保護者の理解が十分得られて

いないことから、十分理解を得てからの準備を進めるための期間が必要であるという提言でご

ざいまして、統合の時期については、実施計画にこだわらず相当の期間を得られるよう十分検

討することを提言するということで、以上２項目について提言するという、提言書をいただい

ているところでございます。 

また、もとに戻りまして、こういう提言を受けまして、20 年５月には関係３地域の５月、６

月にかけてですが、小中学校の保護者に説明会を開催しております。後ほどまたお話になろう

かと思いますけども、この昨年５月、６月の各保護者との説明会の中までは、簡単に言います

と萩野地域を除いて、竹浦・虎杖浜地域については相当の統合に対しての違和感といいますか、

そういったような雰囲気でございました。それを受けて内部でいろいろ検討、教育長とも十分

検討して、もうＰＴＡの役員と腹を割って１回話をしようというようなことで、８月にＰＴＡ

役員との懇談を申し入れさせていただきまして、虎杖小中・竹浦小中のＰＴＡの役員の方々と

２地域でしたけども、今後の子供達の将来推計だとかそういうことを踏まえて、統廃合につい

てどういうふうに持って行ったらいいか等々の懇談をさせていただいたところでございます。

その結果、この際３地域のＰＴＡ役員が一堂に会しての懇談会の開催をすべきではないかとい

うような了解をいただきまして、10 月には３地域のＰＴＡ役員との第１回の懇談会を開催して

おります。それで、12 月には第２回目の懇談会を開催いたしまして、子供たちの将来に向けて、

やはりいろいろ考えていかなくてはいけないと。同じテーブルで課題を検討していこうという

ような主旨のもとに、課題検討委員会設置の了承を得たところでございます。それを受けて、

地域には説明はしておりませんけれども、関係する地域の方々、３地域の町内会長さん、連合

町内会長さん方との懇談または報告という形で、課題検討委員会の設置について了承を得まし

た。それを受けまして、ことし４月、５月と課題検討委員会を２回ほど開催させていただきま

して、２回目の課題検討委員会の中で、この際統合に向けた準備委員会を設置して将来の子供
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たちのために考えていこうというような承認を得たところでございます。そこまでの経過につ

いて、先月ですが、３地域におきまして、準備委員会設置に関する経過報告をさせていただい

たところでございます。 

今までの経過については以上でございまして、今後準備委員会については、これからまたご

説明申し上げますが、準備委員会の要綱、要領等を策定しまして、できれば今月中に第１回準

備委員会を開催したいというような運びになっております。 

続きまして、では準備委員会は今後どういうふうに進めていくのかというようなことでござ

います。３ページになりますが、白老町３中学校統合準備委員会設置要綱については、現在関

係小中学校のＰＴＡ会長、それと小中学校長へ、これはあくまでも教育委員会としての素案レ

ベルの要綱でございます。いろいろ今意見を聴取しているという状況でございまして、きょう

ご説明した後に修正もあり得るということで、お聞きいただければと思います。 

要綱について、１条には設置についてということで、統合の具現化に向けた課題を整理、検

討するために設置すると。２条の所掌事務については、３中学校の具現化に向けた課題につい

て協議を行って、その結果を教育長に報告すると。組織といたしましては、３中学校並びに３

小学校の保護者の代表、３地域の住民の代表、それと３中学校並びに３小学校の教職員という

ことで組織したいと。任期について、協議が終了し、その結果を教育長に報告したときまでと

いうことと、なお書きで書いてありますけども、協議経過などを踏まえて、例えばＰＴＡ会長

さんなんかのことですが、当て職として離職した委員がその職を退任した後においても、委員

会の了承を得て委員として継続することを妨げないと。これは基本的には、例えば中学校のＰ

ＴＡ会長さんが自分のお子さんが卒業した後においても準備委員会の了承を得られれば、その

まま継続して委員として残っていただくと。いろんな経過が分かっている方に残っていただく

のも、今後の協議のスムーズ化といいますか、そういうことで継続することを妨げないという

ことをうたっております。第５条の役員ですが、準備委員会に会長及び副会長を置くと。会長

１名、副会長２名については、準備委員会の互選により決定すると。６条でございます。会議

については、必要に応じて会長が招集すると。４項ですけども、会議の議事につきましては、

出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによると。事務局についての

７条ですが、教育委員会の教育課に置くという内容です。 

次のページ、４ページでございます。専門部会の設置ということで、準備委員会の中に、第

２条に規定する所掌事務の細部について検討、調整するために専門部会を置くことができると

いうことで、専門部会に関する必要事項は別に定めるということで、後ほど専門部会の設置要

領についてご説明申し上げますが、次のページの５ページですが、これはイメージ図といいま

すか、これから準備委員会を設置していく組織図として、地域住民の代表、それと校区の小学

校、それと関係する３中学校のこういったメンバーで準備委員会を設置して、事務局は教育委

員会の教育課で、部長以下で担当しますと。それと、準備委員会で出された結果については、

教育長に協議結果を報告するというようなイメージでございます。 

続きまして、次のページの６ページでごいます。先ほど申し上げました要綱の第８条の規定
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に基づいて部会を設置するということで、設置要領として考えているものでございます。１条

の設置については、専門部会を設置すると。２条の所掌事務については、要綱とほぼ同様です

が、統合の具現化に向けた細部について協議を行い、その結果を全体会議に提案すると。３条

の組織でございます。これについても要綱同様で、３中学校、３小学校の保護者の代表、地域

住民の代表、それと３中学校、３小学校の教職員というような組織体系でいきたいと。それと

４条の任期については、これも教育長へ協議結果を報告したときまでと。５条の役員ですが、

役員には部会長及び副部会長を置くと。部会長１名、副部会長２名については、準備委員会の

会長が指名すると。６条の会議につきましては、必要に応じて部会長が招集すると。それと、

会議の協議につきましても、要綱同様、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは部会長の

決するとところによると。７条の事務局につきましても、教育課で置くといったようなことで、

次のページ、第８条については、この要領に定めるもののほか、部会の運営に関する事項につ

いては必要に応じまして、部会長が定めていくというような内容でございますが、先ほど申し

上げましたとおり、要綱、要領等については、今後一部修正などが想定されますし、先ほど申

し上げましたとおり、関係するＰＴＡ会長さん、それと小中学校校長の意見を取り入れて、今

後の統合に向けた準備がスムーズにいくような要綱または要領にしていきたいなと。その上で、

スムーズかつ活発な議論を進めていきたいというふうに考えてございます。 

それと、先ほどもう１枚、１枚ものですけども、保護者懇談等における主な課題及び不安内

容一覧ということでお配りさせていただきましたけども、これにつきましては、今まで地域説

明会または保護者懇談会等々で出てきていた保護者からの課題、または不安内容をまとめたも

のでございまして、左側については、そういった項目を記載したものでございまして、いわゆ

る新聞紙上等で出ております 13 項目の内容が、こういった内容でございます。対応策の案とい

うことで、右側には教育委員会として、今後準備委員会で進めていく中で、こういった課題ま

たは不安内容について、教育委員会としてはこういう形で基本的には考えているということを、

今後の準備委員会の中でこれをたたき台にして議論していただくというようなふうに考えてい

るものでございます。以上、説明につきましては雑駁ですが、今後このような形で進めていき

たいということでございますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。以上です。 

○委員長（及川 保君）  それでは、中学校の適正配置について、平成 18 年からの経過、そ

して、ことしに入って準備委員会の設置等々についての説明がありました。皆さんのほうから

ご意見、ご質疑等がありましたらどうぞ。斎藤委員からどうぞ。 

○委員（斎藤征信君） 基本的な部分だけちょっと確認しておきたいのですが、経過につきま

しては十分わかりました。統合準備委員会というのがつくられるということで、これはもう統

合することが決まって、前提としてここでさらに具体的なものを煮詰めるということで設置さ

れるのか。あるいは、話を聞いたところによると、よし悪しを判断するには、さらにもっと具

体的なものがわからないと判断できないからということもあって、もっとここで具体的なもの

を煮詰めて話して、後でいいとか悪いとかという判断を含めて、さらに結論を出すというよう

な余地は残っているのかどうなのか、そのあたり。統合というのはもう決まったという前提で
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これがあるのか、それともこれでやっていって、さらに判断というのができる余地があるのか

どうなのか、そのあたり。 

○委員長（及川 保君）  本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 余地があるのかどうかというようなご質問でございますけども、

教育委員会としては、議会のいろんな意見も聞いて、基本的な姿勢としては統合を進めるとい

う姿勢は今までも言ってきてございます。ただ、今委員言われますように、もう決まって統合

に向けていくのか、まだ例えばいろんなことの課題が整理されなければ統合はしないのかとい

うようなことだと思いますけども、そういう余地があるのかということだと思いますけども、

正直言いまして両方まだ残っているというふうにお答えさせていただきます。というのは、あ

くまでも教育委員会としては、教育環境の整備ということで統合はしなくてはいけないと。た

だ、いろんな関係者の感情論も含めまして、もう完全にほぼすべての人方の統合に向けての同

意を得られたというようなことは、教育委員会としてもまだ正式には言えるようなレベルには

達していないというふうには押さえています。ただ、今言えるのは、関係するＰＴＡ会長さん

方、また保護者の方々がやはり将来の児童生徒数の推移からみますと、いつがいいかというの

はまた別としまして、やはり将来的に統合して子供達の教育環境整備を図るべきだというよう

な話でございますから、余地が要するに簡単にいうと、統合しないという余地があるのかどう

かということになれば、それはこの準備委員会の中でも当然議論していって、最終的には統合

という形が望ましいという我々も考えていますし、そのためにいろんな議論をしていきたいと

いうふうに考えております。ですから、全く統合に向けていろんな準備を進めていくのですが、

だからといってこれで決まったのだというようなレベルとしてまだ我々も考えておりません。

以上です。  

○委員長（及川 保君）  斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君） 町の方針としてどうするかというのははっきりしているわけだから、

それはそれでいいのです。だから、それにのっとりながら準備を進めてきたということで、そ

れは理解できるのです。ただ、今までの中でまだ、先ほどの報告にもありましたけれども、地

域によっては統合に対する違和感も今まであったという話で、そういうことが全部解消されて

きたのかどうかということを確かめたかったのですけど、まだ話し合いの中で、それなら統合

できないという話が出てくるのかなと。そういうところまでの話ができるまでの余裕が残って

いるのかどうかを確かめたかった。まだ固まったものではないと。その上でさらに煮詰めるの

だというふうにとらえればそれで理解はしました。  

それで、地域によってはいろんな意見があったというふうにも聞いているわけですけれども、

そういう統合に対する疑問だとか、そういうようなものを大体教育委員会としては解消できる

手だてをとりながら、それは解消できたというふうにとらえているのか。アンケートの不安感

なんていうのは、これはどんなときでも解消はできるものなのです。これなんか大した問題に

はならないと思うのですけれども、基本的に異議を唱えていた人たちに対しても、それなりの

議論は尽くしてきたと言えるのかどうなのか。そのあたりどういうふうにとらえていますか。  
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○委員長（及川 保君）  本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） そういった議論を尽くしてきたのかということですけども、我々

としてはそういう議論を尽くしてきたと、結論的には申し上げておきたいなと。ただちょっと

話長くなりますけども、冒頭の平成 19 年の４月以降の各地域の状況では、やはり感情論として

地域から学校がなくなるのがいやだ。または、ここに本間委員いらっしゃいますので、ちょっ

と話しづらいのですが、虎杖浜から計画では萩野中学校の施設を活用しましょうという計画に

なってございます。そうすると、やはり虎杖浜の子供たちが萩野に通うというのは一番遠いと

いったようなことだとか、そういったようなことの不安感だとか、そういうことはありました。

ただ、ここにきまして、やはりそういったことも含めて将来のこれだけ児童生徒数の推計を見

ても、やはり教育環境として好ましい状況ではないだろうというようなことは皆さん理解をし

ていただいていると、関係者は。ただ、やはり方法論として、具体論としてスクールバスの運

行時間だとか、そういったことについてやはりまだ不安がすべて解消されていないというよう

なことなものですから、そういったことの保護者、児童生徒の不安解消をスムーズに統合でき

るような体制づくりを今後準備委員会の中でも議論していく必要があるというふうに考えてお

ります。以上です。 

○委員長（及川 保君）  前田委員。  

○委員（前田博之君） 具体的な質問をする前に、３点ほど伺いたいと思いますけども、その

前に本間課長は知っていると思いますけども、久慈部長は新しく来たので、私も学校教育を担

当していたので、なるべく今までこういうことについては大分理解しているので質問しないで

と思っていたのですけど、これ見たら今の説明でいけば、もう 18 年に新たに小中学適正配置基

本計画の見直しの内部検討会議ということで、方向というか町の教育施策も大きく変わってお

ります。それで、16 年に学校教育離れてもう５年にもなりますので、今後議員という立場で質

問していきますので、その点ご了承願いたいと、こう思います。 

それで１つとしては、一番新しい地域説明会。虎杖浜に行ってきました。19 日です。その後、

竹浦ちょっと行けなかったのですけども、その中で非常に気になったことが１つあったのです。

ということは、教育委員会から経過説明の後に、そのところの小学校のＰＴＡ会長さんが現況

説明ありました。その中で中学校のＰＴＡ会長さんだと思いますけども、今の統廃合のこの検

討会議されているよと。これを逃したら５年、10 年先は統合できないよと、そういう話はない

よと、こう教育委員会に言われたという言い方をしたのですよ。これちょっと気になる言葉だ

ったのだけど、その辺の真意をまず確認します、地域の声として。ただ、その中で地域の連合

会の会長さんという人は、地域は統合の方向性に傾いているよと、理解はしていますよと、こ

うは言っていましたから、地域のことは別として、現実にその中にいるＰＴＡ会長さんがこの

機会を逃したら５年から 10 年先統合はないと。だから今真剣に考えないとだめなのだと、こう

教育委員会に言われたのだと。だから、今入りました 13 項目に虎杖浜は２項目足して 15 項目

を検討するということで、１項目でも納得できなかったらいろいろ考えなければいけませんと、

こういう話していましたけども、非常にこれは微妙な発言というか、教育委員会の指導もどう
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なのかと、私も考えあるのですけども、その辺ちょっとお聞きしたいと思います。 

もう１つは、その前に萩野の説明会も行きました。そのときも積極的に話しましたけど、こ

の次の６月に行けなかったので、萩野の該当する２、３人の人に聞いたら、こういう言い方し

ているのです。萩野は受けるほうです。統合校に指定されていると。だけども、こうやって長

引いていくのであれば、もう自分達の、萩野中学校としてのちゃんとした教育考えなければい

けないと。ただ、統合すると言っていて、地域懇談会開いて地域はどうなのですかというより、

うちは受けるほうだということで、本来の教育できなくなったら困るのだと。その辺どうでし

ょうという話あったのです。その辺の声が教育委員会に届いているのかどうか、その２点を伺

いたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） まず、１点目の虎杖浜地域での話の中での、虎杖浜中学校のＰＴ

Ａ会長さんが５年、10 年後、今統合の関係がなければ、教育委員会からそういうことはないよ

と言われたというような話ですけども、お言葉ですけども、ＰＴＡ会長さんの言い方はそうい

う言い方ではなかったと思います。要するに、ＰＴＡ会長として今真剣に考えておかなければ、

５年後、10 年後にＰＴＡのほうから人数が少なくなったから町教委または町に統合してくれと

言っても、それは即統合にはならないよというような表現だったと思っていますし、我々教育

委員会としては、今結論を出さないと５年後、10 年後教育委員会は知らないよというような言

い方は一切しておりません。 

ただ、中にはいろいろなＰＴＡの会長さん方との懇談の中でも、統合するにしても、統合し

ないにしても、絶対今の我々は将来に向けて関係者からいろいろ言われるだろうと。そういう

宿命を抱えていると、今のＰＴＡ会長さん方は。それはそのとおりですと。ですから、我々と

してはＰＴＡ会長さん方に責任をかぶせるという考えは毛頭ありませんというような話をして

きています。責任は、もし仮に統合ができなかったということの禍根を残すのであれば、それ

は当然教育委員会の責任ですと。ですから、ＰＴＡ会長さん方の責任ではありませんと。ただ

し、ここに今ＰＴＡ会長さんとしてやっていただいているということは１つの宿命ですからと。

それは理解していろいろ議論をしていただきたいという話はしておりますけども、今前田委員

から言われた１点目の教育委員会が５年後、10 年後統合云々の話が出たときに、教育委員会は

知らないよという話は我々はしているつもりはございませんし、だから、虎杖中のＰＴＡ会長

さんの思いとして、今のタイミングを逃したら、５年後、10 年後に保護者のほうから言っても、

それは行政として即ぽんぽん進む話ではないよと。だから、今が大事だよという意味のことで

言っていただいたと、私は理解しております。 

それと、確かに連合町内会の方から話があったのは、小中のＰＴＡ会長さんが事前に地域説

明会で教育長のあいさつの後に、こういう形で準備委員会の設置について了承をしたというお

話をしていただきましたので、そういうことであれば一番大事なのは子供たちであって、それ

を見守っている保護者の意見を地域としてもバックアップしていきましょうというお話をして

いただいて、非常に心強いなということで、我々も感じて帰ってきたところであります。 
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それと、２点目の萩野の関係ですけども、萩野については受ける側という形の話も、ほかの

２地域からすると、ちょっと批判的な。自分達はスクールバスにも乗らないし、今までと変わ

らないというようなお話も若干ありますけども、そういうようなことではなくて、今後ＰＴＡ

も含めて３地域の中学校が１つになると、そういうことでのいろんなＰＴＡも含めて、子供た

ちも含めて、そういう協力体制でいきましょうというような話も、事あるごとにそういう話は

してきておりますけども、確かにいろんな話の中では、虎杖浜、竹浦のほうからはやはり萩野

については受ける側と。いつでもおいでといったようなことを言われるというような話もあり

ますけども、萩野の方々については、やはり子供たちの将来のことを考えて早急にすべきなの

で、早くそういうことを検討していきましょうということでの意味合いでそういったこと、早

く皆さん一緒に協議しましょうというようなことでの話で我々は理解しております。以上です。 

○委員長（及川 保君）  前田委員どうですか。  

○委員（前田博之君） わかりました。ただ、援護しますけども、言ったとか、言わないとい

う話ではなくて、あのとき教育委員会に言われたという言い方をメモしてきております。その

上で、子供の将来のために準備委員会を認めたのだよということを言っていましたので、どう

かということではなくて、そういう思いを教育委員長も受けとめて、ちゃんと誤解されないよ

うに指導していく必要があるのかなと、こう私は思います。  

それで、組織の話ですけども、先般新聞で検討委員会から準備委員会に移行して、校長さん

が入っていたのです、各学校の。今回もらった準備委員会は教頭が委員ですよね。それをまず

確認をします。検討委員会は校長になっていましたけども、準備委員会に組織変わったときに、

この委員は(３)で教職員になっていますけども、５ページの組織図は違うのですか。  

○委員長（及川 保君）  本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 組織図の中に例えば中学校でいきますと、校長、教頭、ＰＴＡ会

長というようなことで、その下に専門部会に教頭、ＰＴＡ役員というようなことで。ですから、

教職員というのは、あるＰＴＡのほうからも、一般教職員も入れて議論していく方向で考えて

くれないかというお話があったものですから、そういうことで一般教職員も考えていますけど

も、要綱の中ではそういうことで、正式には校長、教頭及び一般教職員と入れればよかったの

ですけども、ここを一くくりとして教職員という表現にしていますけども、校長、教頭、例え

ば教務主任などの一般教職員を考えております。これについても先ほど申し上げましたとおり、

今ＰＴＡ会長さん方、または学校長の意見を聞いて、ちょっとこの辺は修正させていただく形

になろうかなと思っております。以上です。  

○委員長（及川 保君）  前田委員。  

○委員（前田博之君） 私がなぜ聞いたかというと、やはり準備委員会から検討委員会移行さ

れていましたけど、私は方向性、学校にかかわることもありますけども、仮にいただいた懇談

会による不安内容の一覧。こういう部分について、学校にかかわる部分ありますけども、学校

側の校長になると、決まったことに対して、今度学校に任せて学校経営をどうするかというこ

とになるけども、この準備委員会に校長が入っていくことはどうかなと思うのですよ、学校の
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当事者として。まずそれが１点。今度部会をつくったときに、教職員になっていますから、今

教務主任云々と言いましたけど、もしこれから議論あると思いますけども、具体的に項目が整

理されて入っていくのであれば、逆に一般の教員も部会長、委員会に入ったほうがいい、もし

先生を入れるとすれば入ったほうがいいと思うのですけども、僕はまず１点目の校長、管理職

というのは委員会から除くべきだと思います。大変厳しい立場にあると思います。苦しい立場

にあると思う。やはり、学校経営を任せている中に、これから学校どうするのだというときに、

校長が入っていいかどうかということに、僕は疑問を感じるのです。 

それと、先ほど言った部会の委員メンバーについての２点伺います。 

○委員長（及川 保君）  本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 学校長が入るということについては、やはりいろんな今までの経

験だとか学校運営。まして、今中学校については、新学習指導要領の関係もございます。そう

いったことで平成 24 年度には全面実施というような時期が目の前にございます。そういったこ

とから、学校運営のことも考えますと、学校長もやはり我々としては入って議論していただか

なければだめだろうと。それと、同じ管理職ですけど、教頭さんが実際にはいろいろそういう

実働部隊といいますか、下に教務主任だとか、そういったような一般教職員も含めて議論して

いった中で、保護者、児童生徒の不安解消に努めていくべきだなというような考えを教育委員

会としては持っていますので、前田委員言われることもわかりますけども、我々としてはそう

いった意味で学校長も入ることについては、今後のスムーズな進め方について必要不可欠かな

という思いでおります。 

それと、先ほど申し上げましたとおり、ＰＴＡのほうからも一般教職員も含めてというご意

見もございますので、ケース・バイ・ケースなのですが、一般教職員も部会の中に、もう少し

練っていく中で考えていこうと思っていますけども、そういったような保護者からの意見もご

ざいますので、そういった意見を取り入れて部会の中に入ってもらおうという考え方は、基本

的にはございます。以上でよろしいでしょうか。 

○委員長（及川 保君）  ほかございませんか。本間委員。  

○委員（本間広朗君） 要綱についてなのですけど、要綱設置専門部会。これは、設けた意図

をお聞きしたいのと、あとどういうような経緯でこういうような要綱ができたのか。今まで教

育委員会といろいろ会議に出ていたのですけど、この要綱をつくって、前回の検討委員会では

萩野中学校の校長先生が会長になったりとか、先生達が会長になって会議を仕切るような形に

なっていましたよね。どういうような意図か、ちょっとわからないまま今まで来ていたのです

が、その辺ちょっと教育委員会でお考えがあるのでしたらお聞きしたいと思います。  

○委員長（及川 保君）  本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 今本間委員言われているのは、この前段の課題検討委員会のとき

も要綱を制定しました。その中で、そのとき今言われたような要綱の第５条の役員の中で準備

委員会の会長及び副会長を置くということで、課題検討委員会の中でも会長、副会長は置いて

おりましたけれども、第２項の準備委員会の互選により会長、副会長を決定するというふうに
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いたしました。課題検討委員会のときは、こちらのほうで指名して萩野中学校の校長を会長と

する。竹浦中学校、虎杖中学校の校長を副会長とするというようなことで、皆さんにご提示申

し上げたところ、それはやはり考え方はわかるけども、やはり集まったメンバーの中で互選す

るべきではないかという意見もあったものですから、この準備委員会の中では互選という形を

取らせていただきました。要綱の意図については、要綱を設置するというのは、やはりこれか

らスムーズに議論を進めていくためには、やはりこういう１つの一定の進め方といいますか、

それは当然教育委員会として１つのルールで、何もない中で、では皆さんどうですかというの

ではなくて、こういう方向性で進めていくというものを示すべきだというようなことで、こう

いうような要綱を考えたところでございます。以上です。 

○委員長（及川 保君）  本間委員。  

○委員（本間広朗君） 先ほど、前田委員も言われたように、僕の素朴な疑問として、校長先

生、教頭先生がこの組織の中に入ってきて、けんけんごうごうになるのかどうかわからないで

すけど、議論するとなると、やはりＰＴＡ側と先生側というのは、何か先生たちというのは教

育委員会の・・・。 

○委員長（及川 保君）  本間委員、ＰＴＡ会長としてではなく、議員としてどういうような

形で進めるのかということをぜひお願いしたいと思います。  

○委員（本間広朗君） うちのＰＴＡだけというわけではないけど、ほかの学校もそうだと思

いますけど、極端な話、そういう考え方の違いで対立するような場面というのは出てくると。

今大分それでも前向きの方向でいっていますけども、そういうような方向にならないのかなと、

不安というか、そういうのもあったのですけど。なぜ、先生方を入れていくのかという。  

○委員長（及川 保君）  久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） これからいろんな検討をしていく中で、ＰＴＡにかかわること、

地域住民にかかわること、学校の専門的なことにかかわること、いろいろと出てくると思うの

です。そういった中でＰＴＡの方たちが学校運営方針をどう定めるかというそういうことにな

れば、やはり専門家が入っていなければわからないだろうなと、こういうようなことを簡単に

言えば、そういうようなことでやはり専門部会を設けて、そこには学校の先生、そういう熟練

者も入れた中である程度の素案を示していくと。それを部会ででき上がって、全体会議の中で

どうですかというようなやり方をしていったほうが、今本間課長が言ったようなスムーズな展

開になっていくのではないかと、こういうことで先生も入れていくと、こういうようなことで

すのでご理解をしていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  本間委員。  

○委員（本間広朗君） 議員の立場というか、僕は今言ったのがどうのこうのというのではな

く、実際に相談しているのです。うちのいろいろそういう統廃合を経験してきた校長先生とか

もいます。そこでいろいろあったことを聞いたりして相談はしています。やはり全体を見て子

供たちが将来どうしたらいいのかという、教育委員会でいう教育環境というものを考えたら、

どうやったらいいかというのをやはり考えてあげなければならないし、そういうようなところ
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でそういうような相談もするので、特に準備委員会に出て来なくても、各学校で多分している

と思うのです、先生とも。ですから、あえてここで出てきて、会議の流れを知るというのはい

いことかもしれないですけど。ただそこで変になってしまうといい方向に行くのか、追われて

おかしくならないのかなと、単純にといったらあれですけど、そういう心配もあるので。前か

らそういうのは思っていたので。  

○委員長（及川 保君）  久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 本間委員が言うのは、自分たちの意見が部会なんかでそういう専

門家が入っていくと、なかなか言えることも言えないということ、そういうとらえ方。そうい

うことにはならないかなと思っているのです。ですから、先ほど言ったように、さあ皆さんど

うですかと言っても、なかなか文書にまとめるというのはできないのかなと。だから、その部

会、部会である程度の素案みたいなものを示して、そして準備委員会で、ここの部会ではこう

いうことが決まりました。こっちではこうですよと。これに対してみんなで意見を言って１つ

にまとめていくという方法をとっていきたいと思っておりますのでご理解してください。  

○委員長（及川 保君）  吉田委員。  

○委員（吉田和子君） 私も地域懇談会とかちょっと出られていなかったものですから、流れ

が自分の中で交差しているところがあるので、理解できないのかもしれないですが、18 年度か

ら年度をずっとかけてきて、いろんな問題、それから地域の理解、学校の、それから子供たち

の、それから保護者のという、本当に絡み合った中での理解を得る。そして、年数がたつとま

た父兄が変わっていくという中で、本当に地域の理解を得ていくというのは、大変厳しいこと

だなと。途中でアンケート調査をしています。このアンケート調査をした子供たちはもう中学

１年の子は中学３年になっています。今のところ、来年度 22 年になると、この子供たちも卒業

していきます。そういった中で、同時に父兄も卒業する方もいらっしゃると思うのです。 

今話を聞いていて、検討委員会を 21 年の５月までやっていたと。その中から統合に向けた準

備委員会を設置することを承認したというふうに書いています。これを見たとき、進んだのだ

と私は単純にとらえたのです。ところが今の話を聞いていたら、教育委員会はどう考えている

のだという。統合していくというのは、これはもう教育委員会の方針としてはありますという

ふうに言っていましたよ。私は、これは何をやればよいのだろうというふうに思ってしまった

のです。というのは、検討してどうするかと。では、統合に向けてやっていこうと。だけど問

題がたくさんあるよと。それを１つずつ片づけていこうというならまだいいのですけど、そう

いうふうに私はとらえていたのです。でも今やりとりを聞いていたら、違うの。もしかしたら

またやらないというところに戻るのと。この人たちはどうやって考えているのか。いろんな意

見言っても、それは統合しないのかもしれないのかと。集中して、このことと、このこととを

絶対どうにかしなければいけないというところまで議論していけるのだろうかと、ちょっとそ

んな疑問を持ちながら聞いていたのです。この役員どんな思いで、流れがあるから理解してい

るのかなと思ったり、それが１点。 

もう１点は、この委員になった人たちは、今後卒業して、子供もいなくなって、自分も役員
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ではなくなるかもしれないけれど、委員を継続することは妨げないと先ほど言っていましたよ

ね。ということは、いつになったら終わるのと思ったのです。もちろん、皆さんの合意を得て、

本当に地域の合意も得て、すべて丸くなってからやろうと思っても、これはいつまでも行って

しまうのではないかと、そんな気がしたのです。どこかで誰かがこうだよとやらなければとい

うものが出てこないと、委員は内容をわかっているから継続してやってもらって、やっている

側もいつこれ結論を出せばいいのと。では、ずっとやっていくのと。何か私、４年かけてやっ

てきて、また何回かゼロに戻ったところもあると思うのです、やっていく中でいろんな問題が

あったから。準備委員会に変わったとき、なぜか名前だけ変えて同じなの、違うでしょうと、

やり取り聞いていたら同じなのと。その辺の使い分けを明確にしていかないと、要綱もつくっ

てきちんとしてやっていこうというものがすごく見えているのですけども、そういうものがな

いとみんな迷うのかなと。だけど、どこに結論を持っていくのと。 

○委員長（及川 保君）  吉田委員の意見と疑問と関連して、私のほうからも。先ほど課長に

委員からの質問の答弁で、準備委員会設置の状況になりましたけども、決定なのかという話を

されたら、いや、これは決定ではないのだと、今後また変わる可能性もあるのだと、こういう

話で吉田委員のほうからも出ているのだけども、結局町の姿勢として、将来このまちの中学校

をどうしていくのだということが、この中に網羅されているはずなのだけど、どういう形でし

ていくのだと、姿勢は示しているのだけども、どうも途中に来て、何か皆さんの意見を聞いて、

集約してひょっとしたらあり得るよと、変更も。今回示した３校統合という部分についても、

議論の中で最終的には、やはり結論には至らなかったと。こういうこともあり得るのだよと、

私は先ほどの答弁で受けとめたのだけども、このあたりも含めて、吉田委員の意見を含めて答

弁をお願いしたいと思います。久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 設置要綱の第１条のところに書いてあるように、あくまでも統合

に向けた検討なのです、準備委員会は。あくまでも統合をしましょうということでの検討委員

会なのです。それで、先ほど提示しています、いろいろ 13 項目出ていますけども、これをクリ

アするように、すべて 100％を目指すように、これから部会なり設けて検討していって、100％

皆さんが理解するようにやっていきたいというふうに我々も思っていますし、委員会の人たち

も思っていると思うのです。ただ、本間課長が言ったように、この点についてはちょっと妥協

できないと、これは無理だよということも議論していく中であるかもしれないと。だから、そ

ういった場合、ちょっとしたらできない可能性も出てくるのかなと。だけども、みんなの思い

というのは同じで、３つの中学校を統一しましょうという思いは変わらないと。 

それと、時期的な話はまだしていないのですけども、多分いつかの時点で教育長から３つの

中学校の統合の時期については、こういう時期を考えていますよということを準備委員会の中

で申し上げると思います。それでなかったらスケジュールも立てられませんから、そういうこ

とを踏まえて我々もそうだし、準備委員会の皆さんもそうだし、地域の人たちも一体となって

３つの中学校を１つにしましょうという思いは同じだと思います。ただその中で、ちょっとし

たらそういうことも可能性はあるということを言っただけであって、思いは３つの中学校を統
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合しましょうということで進めていくと、こういうことには変わりありません。 

○委員長（及川 保君）  吉田委員。  

○委員（吉田和子君） 今の話であればわかります。 

それともう１点、準備期間であるし、準備であるからいろんな問題を解決していく。もちろ

ん解決できないことも出てくるかもしれないけれど、先ほど言ったように、今統合したときに、

後々恨まれることもある。今役員やっている方がそういう心配をしていました。私はそういう

役員の人たちに不安を与えないような教育委員会の姿勢でなければならないと思います。自分

達が白老町の教育委員会が、白老町の教育の今後の中学校のあり方について十分検討した結果

統合しようというふうに考えましたと。だから、その結果については、皆さんに、もちろん地

域の考え方全部十分聞かなければならないということで今までやってきましたと。しかし、出

した結論について、統合の方向性でもしか出たときには教育委員会で責任を持ちますよという

ぐらいのことを示していると思いますけど、先ほど言ったようにそういう不安の出ていること

に対しては、きちんとこちらの教育委員会の姿勢を示さなければ、私はその責任をいい方向に

問題点を解決しようとしている役員の構成メンバーだと思いますので、教育委員会が主導的に

ちゃんとリードしてやっているということを、きちんと示していける方向を示さないと、本当

に役員になった方たちはいろんな責任を担っていると思いますので、そういった部分は安心で

きるようなことをきちんと示すべきだというふうに思うのですけども。  

○委員長（及川 保君）  本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 今言われたとおりでございまして、今までの地域説明会また保護

者説明会、懇談会等々の中でも白崎教育長のほうから、例えばの話ですけど、皆さんの理解を

得るということについては、住民投票をするだとかそういうことは考えていないと。教育委員

会の方針として進めていくのだと。ただ、多くの方々にそういうことの理解を得て進めていき

たいと。ですから、今のＰＴＡ会長さん方はいろいろご苦労いただいていますけれども、その

方々の責任ではないと。ただ、私が先ほど言ったのは、そういうことでＰＴＡ会長さん方が、

個別に今ＰＴＡ会長やっている宿命があるのだというような話をさせてもらいましたけれども、

教育長のほうからはそういう一切の責任は、統合するにしても、しないにしても、批判を受け

るようなことについては、教育委員会として子供たちに教育環境の整備をしていくという判断

の中でやっていくのだから、当然責任は教育委員会なのだという話もずっと言い続けてきてお

りますし、ですから教育委員会の姿勢としては変わらないと言ってきていると。 

ただ私も、先ほど部長のほうから言ったとおりなのですが、今までの、私も 19 年４月から携

わってきていますので、その当初から比べると相当な皆さんの理解を得て進めて来られたとい

うふうに思っているものですから、これは自分の性格上のことかもしれませんこれども、やは

り今後もスムーズに皆さんの多くの理解を得て進めるべきだというようなことから、先ほどあ

あいうような言い方をしましたけれども、ちょっと慎重になりすぎているのかもしれませんが、

教育委員会としてはもう進める方向で準備委員会という方向でスムーズにいきたいというよう

なことには変わりありませんので、その辺でご理解をいただければと思います。 
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○委員長（及川 保君） 吉田委員。  

○委員（吉田和子君） 慎重に行き着くことと、配慮をしっかりするということは、これはも

うずっとやっていく中では子供たちの生活、それにかかわることですので、すごく大事なこと

だと思います。ただ、本当にご苦労されて、ここまで準備委員会を立ち上げるまで持って来ら

れたということは、やはりそれは教育委員会がある程度リードをされて、いろんな問題点を抱

えながらここまで持ってきたことだと思うのです。ただ１点、私が思うことは、準備委員会ま

で立ち上げてきたということであれば、ある程度結論を出す日程的なものは、もうそろそろつ

くっていくべきではないかなというふうに思うのです。  

○委員長（及川 保君）  本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 今正式には申し上げられませんけれども、準備委員会の中で関係

する方々の統合についての了解をきちんといただいた中で、先ほど部長のほうからお話ありま

したけれども、当初の実施計画の中ではことしの４月に統合するという計画でございました。

当然、それは無理でしたから、今統合に向けて準備を進めてといくということになると、若干

１年ちょっとかかるというふうに考えております。 

それと、先ほども申し上げましたとおり、中学校新学習要領の全面実施が平成 24 年というよ

うなことも踏まえて、今教育委員会のほうで、今後準備委員会に向けて 21 年４月にできなかっ

た年度を正式にお話ししようと思っていますし、今ここでは私のほうから申し上げられません

けれども、なるべく早い時期にそういったような実施年度等々についてお話しして、早い時期

にやっていきたいというふうに考えておりますので、今後も慎重かつ積極的に進めていきたい

というふうには思っておりますので、そういうことでご理解をいただければと思います。 

○委員長（及川 保君）  前田委員。  

○委員（前田博之君） 今の関係で、吉田委員のほうからお話あったけど、そのとおりだと思

います。ただ、虎杖浜に行ったとき、私のニュアンスかどうか、教育長も十分に皆さんの理解

を得て統合するという言い方をしているのです。だから、無理をして進めないという言い方継

続されて言っているけど、今言っているのは教育というのは大きな問題だから、教育委員会は

教育長ばかりではなくて、行政のトップもやはりいつ頃やるのだということを整理していかな

いと、ここに出ている部長や課長方がタイムスケジュールだって大変だと思うのです。そうい

うことを、もう少し議会にも見えるようにしてほしいということ。  

ということは、なぜ先ほど言ったかということは、学期制の相違、これは学校長が決めるの

です。学校の自分達の学力とかどういう状況、学校の校風というのは、いろんなもので２学期

がよかったか３学期に決めるのです。それを今部長は答弁によって、それぞれ部会をつくると

言うけども、校長先生は２年すると変わってしまうのです。だから今言った期限を決めないと、

経過がわからない校長は受身になってしますのです。そういう人を入れたら大変なのです。そ

のために学校教育の指導者がいるのだから、そういう人が行って整理をして、専門家なり助言

をすればいい話なのです。そしてこういう人たちが変わって段々矮小化されてくるのです。逆

に危険のほうも考えたほうが私はいいと思います。やはり学校経営というのは校長に任せてい
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るのに、今この統廃合の中で、具体的にどうだといったって、変わってくるのですから、そう

いうものと具体的なことも教育委員会のほうで考えて、逆にこういう・・・。  

○委員長（及川 保君） 前田委員、これはもうスタートしてしまっているのです。もう１回、

先ほどの答弁では決まっていないと言っていました。これから決めるという話ですよね。だか

ら、そういうことを十分に考えたほうがいいと思います。 

○委員長（及川 保君）  本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 実施時期については、先ほど申し上げましたとおり今ここで明確

にはお答えできませんけども、それは各保護者の感情等々ございますので。ただ、教育委員会

としては先ほど申し上げましたとおり、第１回の準備委員会の中で正式に皆さんにお諮りして、

やはり当然廃校する学校もございますし、３校のうちの１校に統合するという形になりますか

ら、統合する準備だとか、廃校する準備だとか、そういったもろもろの準備で１年ちょっとか

かるといったようなことで、仕事のやり方としてはやはりゴールが見えてそこへ仕事をしてい

くということからすれば、今も前田委員言われたように、きちんと 21 年４月が無理でしたから、

今後いつにやるのだということを皆さんの了解を得て、今後のスケジュールをきちんと進めて

いくべきだというふうに考えておりますので、その点でご理解をいただければと思います。 

○委員長（及川 保君）  ほかございませんか。ありませんね。 

暫時休憩をいたします。  

休憩 午後 ３時１４分  

                                         

再開 午後 ３時３２分  

○委員長（及川 保君）  会議を再開いたします。  

今回の調査項目である２点について町側の説明を受け、質疑を行いました。いろいろ議論が

行われたわけでありますけども、今後の取りまとめ方について皆さんに伺いたいなというふう

に思います。先ほど休憩中に申し上げましたけども、学校の統合についての調査でございます

けども、報告については非常に今デリケートな部分がございまして、議会としての姿勢をここ

で明確に示すとかいう部分については非常に難しいなということがございます。これは調査項

目に加えようとしたときに、皆さんのご理解を実は得たわけでございますけども、この辺につ

いてもぜひご理解をいただきたいなというふうに思います。  

吉田委員どうぞ。  

○委員（吉田和子君） 地域の懇談会とか委員会とかのいろんなものに出ているわけではない

ので、今まで経過、新聞等で提言書出されたとかということは見てはいるのですけど、具体的

にどうなったかというのはちょっとわからなかったので、議会として所管でとったというのは

その経過をきちんと認識しようと。そういったことで言ったので、委員長おっしゃるように、

すごくデリケートな問題で、議会としてこうあるべきということにはならないのですけども、

今まできた経過に対してご苦労されているということに対しては、役員これから検討委員会だ

とか、専門部会設けてやっていくということでは大変なご苦労されるのでしょうけれども、ア
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ンケート調査等踏まえながら、皆さんが納得いく議論で問題点をスムーズに解決できるように

進めていってもらうということぐらいしかならないのかなと。所管とっているので、何も報告

しないということにはならないですよね。経過はある程度、今は準備委員会まできたというこ

とぐらいの経過は、ほかの半分の議員さん方にもきちんと知っていただくという部分では必要

なのかなというふうには思います。 

○委員長（及川 保君）  わかりました。そのような文言の中で、この部分についてぜひご苦

労をかけますけどもお願いしますという項目を設けたいと思います。斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） まとめで、経過については今言われたとおり、これはずっと書けると

思うのです、こういう経過できたということは。ただ、私が質問したことで、余計な論議を醸

し出したかもしれないのだけども、一番先に聞いて、この準備委員会がどういう形で進められ

るのかということを言って、あの答弁でわかることは、ここまで検討委員会ができてきて、さ

らに準備委員会という名前で来たのだから、進展していることは間違いないわけです。徐々に

進展してきていて、話が煮詰まっていくという、この経過というのはものすごく大事にしなけ

ればならない。この統合というのは本当に慎重でなかったら、統合問題で地域との板挟みにな

って死んだ教育長も何人もいるという、そういう状況があって、町側がこう思ったからこう進

めるべきだと。期間がたちすぎたので急ぐべきだという言い方が、これはかなり慎まなければ

ならない部分というのはあるのです。そういう意味でいうと、課長の答弁というのは、ああい

う答弁してしまったのだけども、あんな答弁してもいいのかなと思ったのだけども、それだけ

慎重に今までも来たし、これからもそういう意見を全部網羅しながら解決していきますと。あ

とはこの委員会の中で解決しながら進んでいきますよという、そのときにもっとごちゃごちゃ

が出てくる可能性もあるのだけれども、それらも全部こなしていきますよという、そういう姿

勢を示したものだと思って、それは評価してやらなければならないのではないかと。たまたま

私が聞いたのは、地域で話をしたときに、まだわからない部分がごちゃごちゃとあるものだか

ら、それらがわからないと、いい悪いの判断ができないという意見があったと聞いているので

す。だから、それを残したままではだめだから、やはり進めながら、その中でそういうものを

全部解決していくのだという方向がはっきりすれば、それでいいのではないかということがわ

かったので、私黙っていたのですけども。 

○委員長（及川 保君）  ２人の委員からのご指摘でありますけども、十分文言を私どもにお

任せいただきたいなというふうに思います。  

ほかございませんか。それでは、今学校統合については出ましたが、保育園についてはいか

がでしょうか。 

私のほうから。民間移譲という形を今目指しているわけであります。これも実は途中経過で

して、町はこうしたいと、こう進めるという姿勢を今説明受けたわけです。その中で非常に厳

しいご意見もこの中で交わされました。そのあたり議会として民間に心証を悪くするような文

言はやはり控えるべきだというふうに思いますし、今後町の子供たちがお世話になるだろうと

いう中で、議会としてそのあたりに触れるということについては非常に厳しいという、私は皆
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さんと町とのやりとりを聞いていてそう思いながらも、ただ議会としての姿勢も示しておかな

ければならないなと。その辺の難しさはあるのですけども、私にそのあたりの部分をぜひお任

せいただければありがたいかなというふうに思います。その中で、これだけはきちんと言って

いただきたいというものが。私も大半はメモおおざっぱには取っているのですが、何かこうし

てほしいということがありましたら。前田委員。  

○委員（前田博之君） 確かに交渉ごとだし、民間委託ですから、委員会の中で議会の立場と

して言って、会議録に残しておくことはやはり残しておかなければいけないというか。ただ、

私は金額的なことは云々別にしても、やはり小鳩保育園が先ほども言った部分で、もう 60 名を

切っているのに、わかっていながらこういうことをやっているのです。これは悪いけども職員

の怠慢ですから。ちゃんとやればいい話ですから。ただ、金額的にどうするではなくて、やは

り民間委託しても国の措置は措置費としてちゃんとやるべきだと。そして、新たな経営対策的

なものは政策として制度を設けるとか、そういうことを検討すべきというぐらいのことは整理

をしておいてくれるような指摘をしてほしいと思います。 

○委員長（及川 保君）  吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 町として、民間移譲するときの条件がある程度ここにありますよ、民

間移譲の内容の。だけど、もうちょっときちんと相手側も安心して応募できるような、民間の

方が。これは、社会福祉法人だけではなくて、企業もいい民間もいいというふうに書いてある

わけだから、安心して応募するための、もうちょっと具体的な問題点をきちんと明確にしてや

っていないから後から。その定数も本当は、向こうは 60 人でないと１つの保育所としてやって

いく上で厳しいと考えているから 60 人と言ったのかもしれない。だけど、町側はその辺の明確

な保育所として運営が成り立つための方法、民間がやるための。そういったノウハウも持って

いないから、結局は向こうの言いなりの部分になって、減るのはわかっているのだけども、そ

のままやるというような方向性があるから、民間移譲していったときに、どういう形になって

いたらいいのかという具体的なものがないですよね。もう１カ所民間ということが出てきてい

るから、運営条件があるのだけど、ちょっと不足があるなというふうな気がするのです、移譲

に伴う運営条件が。 

○委員長（及川 保君）  そういう形のことですね。今後も将来向こうのほうもあるのだと。

考えられていると。それを考えたら。  

○委員（吉田和子君） どちらにしても、何にしてもきちんと運営をしていくための民間を維

持していくためのノウハウというか、やっていけるその辺をもうちょっと行政側も。民間移譲

するためには、移譲するとき質問がきて、その質問を答える形で、それがすごく重要なことで

したよね。だから、民間に移譲するときのノウハウをもうちょっと行政側もしっかりと把握し

ておくべきだと思う。そのためにどういったものが条件として何が必要なのかということを、

もうちょっと建物やったからいい、備品やったからいいということではなくて、職員の待遇も

きちんと考えて、そこまでは行政やったのだけど、もうちょっと民間が運営していくためには

何が必要なのかということを行政側はもうちょっと把握をして。定員だとか、補助体制だとか、
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いろんなものをもうちょっと具体的にやるべきだというふうな話。 

○委員長（及川 保君） 将来を考えるとなれば、基準みたいなものをやはり持っていないと、

行き当たりばったりの中で問題がどうも発生しそうな雰囲気。町の子供たちだから、やはり民

間に移譲したとなると、非常にこちらから物を言えることが非常に難しくなる部分が出てくる

のではないですか。そうなると、今のうちからやはりそういったものをきちんと確立しておか

ないと、行き当たりばったりで何か問題起きたときに対応するということではまずいなという

ことを入れますか。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 定数のことで言えば、前から変だな、不思議だなと思ったのは、海の

子だとかたけの子だとか、ものすごい人数が減ってきている中で、全然、定数見直しというの

はずっとしてこないのですよね。何で 60 と出しながら、30、40 くらいの数字でずっと来てい

た時期あるでしょう。何で定数直さないのという、何かからくりあるのだろうと思っていたの

です。先ほどから前田委員が言うように、やはり人数に合わせるということも、これは１つ大

事なことなのだろうと思うけれども、ただ区割りがあるのだそうですね。60 と 50 だったら割

合が同じ。先ほどの説明だと 10 段階で切っていけばどんどん違っていくような、そんなような

言い方に聞こえてくるのだけど、あの段階、何ぼから何ぼまでは単価はどうなるということが

あるらしいのです。だから、そういうものを全部見越して、１つ段階が違えばがばっと違って

くるという、何かそういうものがあるのかなと。だから、60 なら 60 と押さえるのと、50 にな

るとぐんと下がってしまうのか、何かそのあたりのことが今日の話の中では見えなかったので

す。だから、そういうことを読みながら、考え方は町に負担がかからないような物の考え方を

きちんと合理的にするべきだろうという物の言い方を、これは筋が通るのだろうと思うのです。 

○委員長（及川 保君）  それともう 1 つ、結局は今まで町が運営していた小鳩と、今度向こ

うへ行ってはまなすと海の子がまったく町が担うところ。それから民間に移譲するという部分

で、先ほども出ていたけれどもやはり差があっては困りますよね。前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 差があるというのではなくて、あくまでも国の措置基準で来るのです、

運営費が。それをこっちは定員減ったら困るとか何とか言っているけど、国の措置はちゃんと

しなさいよと。今吉田委員言ったけれども、町としての民間の運営をどうカバーするかという

ことは、別に制度として設けなさいということなのです。今言ったのは、これを見てください。

小鳩保育園は 80 名を 60 名にして、2,700 万円になるのです。50 名にしたら何も出てこない。

緑丘保育園なんかこっちの数字見たら、80、70、24 年間で 75 ですよ。それを 70 にしてずっと

町費の負担はないことになっているのだから。だからこれは、私は合理的に。事務的に来るの

ですから、町が措置費としてくるのだから。だから、ちゃんと定員管理をし、民間移譲に伴う

その他の運営費に係るものについては、施策として別の制度として町で考えるべきではないか

と私は言っているのです。だから、だめだとは言っていないのです。これをこんがらせて、本

当は 50 名のところを 60 名でやって、この差額を補助する自体がおかしいのです。議会で今度

審査したり、教育費がどれくらい出たかやったときにわからなくなってしまうのです。あくま

でも措置費は 50 名だけど、46 名しかいませんでしたよと。この分助成しましたよと。だけど、
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今まで町は別に制度で一人当たり 5,000 円出すとか何ぼでやっているよということもはっきり

わかるのです。町長の姿勢として。少子化とか保育行政に対して。そういうことを明確にして

おくべきではないかと。みそもくそも一緒にしてしまって、措置費の中に入れてしまったらお

かしいのではないかと言っているのです。それは議会としてもちゃんと整理をして、行政側が

そういう考えであれば、皆さんがそう思えばですよ、ちゃんと指摘しなければいけないのです。

こっちはもうごっちゃにして考えているのです。中身がわからないから、彼らは。言っては悪

いけども、担当のほうにいったでしょう、10 名ずつちゃんと定員を毎年管理できるのだから。 

○委員長（及川 保君）  前田委員の言っていることは十分わかるのです。要はわかっていな

がら、何もしないでずっと補助金出すよと、こういう金額を出すよと。平均 534 万 4,000 円を

日章学園に対して出しますよと。一方では緑丘については出しませんよと。向こうの定数管理

を 70 に下げておいて、出しませんよということになっているわけです。そこをそうではなくて

わかっているわけだから、定数管理をきちんとすれば、出すことはないのではないかというこ

とですね。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） なぜ、そういうふうに言ったかというと、民間のノウハウをしっかり

持ちなさいと言ったということは、先ほどの話の中で、60 人でないとできないというようなこ

とを言ったと言ったでしょう。だから、私は 60 人にしているのだと思います。この３ページの

上にあるでしょう。「児童数の減少が予想される中、今後・・・」となっていて、そして「定員

変更を条件とするが、定員児については現在の 90 名から・・・」これは緑丘保育所だと思うの

だけど、10 名単位でおおむね下げることは可能だから、今後は町民サービスの低下を招かない

よう十分協議を重ねていきながら下げていくという意味でしょう。５年以降は定員数及び負担

率等について再協議をするというふうに言っているわけでしょう。だから、緑丘は 70 名という

数字はある程度やっていける、維持管理で今児童数もそれだけいるから、その数字を上げてい

ったときにはゼロだと。ただ、小鳩の移譲については、移譲の中で 60 人の定員は保証できない

というふうに言ったから、60 人を保証していくためには今の数字的に並べると、先ほど言った

１ページにあった、減っていっているわけだから、それ以上に。だから、保証するという金額

が出てきていると思うのです、ここで。私はそういうふうに解釈したのです。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。  

休憩 午後 ３時５３分  

                                         

再開 午後 ４時３８分  

○委員長（及川 保君）  再開いたします。  

定数管理のこの報告について、しっかりやりなさいという部分についてきちんとまとめて、

教育部長のほうと報告についても議会の姿勢を示してまいりたいというふうに思っております。

よろしくご理解をお願いいたしたいと思います。  

ほか報告について何かございませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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◎閉会の宣告 
○委員長（及川 保君）  それでは、本日は一日の会議になりました。大変活発なご議論をい

ただきまして、ありがとうございました。本日の会議はこれで終了したいと思います。 

（午後 ４時３９分） 


