
 1 

平成２１年白老町議会全員協議会会議録 

 

平成２１年 ６月１２日（金曜日） 

開  会  午前１１時１０分 

閉  会  午後 １時３３分 

                                         

○会議に付した事件 

１．町立保育園民間移譲の状況について 

２．白老町学校施設耐震化推進計画について 

                                         

○出席議員（１４名） 

２番 前 田 博 之 君       ３番 西 田 祐 子 君 

５番 山 本 浩 平 君       ６番 本 間 広 朗 君 

７番 玉 井 昭 一 君       ８番 近 藤   守 君 

９番 斎 藤 征 信 君      １０番 大 渕 紀 夫 君 

１１番 土 屋 かづよ 君      １２番 松 田 謙 吾 君 

１３番 熊 谷 雅 史 君      １４番 氏 家 裕 治 君 

１５番 吉 田 和 子 君      １６番 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席議員（１名） 

４番 及 川   保 君 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     教 育 部 長    久 慈 幸 男 君 

     子 ど も 課 長    渡 辺 裕 美 君 

     教 育 課 長    本 間 勝 治 君 

     教 育 課 主 幹    田 中 規 雄 君 

     子 ど も 課 主 幹    中 島 圭 一 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 長    上坊寺 博 之 君 

     主 幹    森   隆 治 君 
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◎開会の宣告 

○議長（堀部登志雄君） ただいまから全員協議会を開催いたします。 

（午前１１時１０分） 

                                         

○議長（堀部登志雄君） きょうの協議事項につきましては、お手元に配布のとおり町立保育

園民間移譲の状況について。これはこども課です。 

それから、２番目に白老町学校施設耐震化推進計画について。これは教育課でございますが、

初めに町立保育園民間移譲の状況についてこども課のほうから説明を願います。 

久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） それでは、これから今議長のほうからお話がありましたように、

小鳩保育園の移譲と移行して現在までの状況と今後の取り組みについて議員の皆さんにご説明

を申し上げたいと思います。 

 既に小鳩保育園の民間移譲につきましてはご承知のことだと思いますが、21 年度に入りまし

て移譲先であります日章学園、ここと２回協議をしてございます。５月と６月の２回協議をし

てまいりました。私のほうからは要点について若干先にご説明をして、あと詳しいことについ

ては課長のほうからご説明をしたいと思っております。 

協議をした点の１つ目でございますが、民間移譲をしたときに、応募をしたときに諸条件を

示したわけですけれども、その条件について再確認をしたというのがまず１点ございます。 

それから２つ目としては、民間移譲開始までのスケジュール案をある程度示して、それにつ

いて協議をして、これについてはおおむね了解を得ている、こういうことです。 

それから３点目でございますが、今現在小鳩保育園には臨時さんを含めて保母さんが数名い

るわけですが、子どもたちの環境を考えますと、その臨時さんの保母さんを何とか民間移譲で

ある保育園のほうに採用願えないかと、こういうような旨の要請をしてございます。これにつ

いてはある程度、前向きに回答を得ていると、こういうことです。また調理人の方も２名程度

いらっしゃいますが、慣れた調理人ということで何とかこれについても継続できないかという

お話をしております。 

それから４点目ですが、小鳩保育園という名前ですが、これについては親しまれているので

何とかこの小鳩保育園という名前を継承していただきたいというお話をしております。これに

ついても前向きに了解を得ていると、こういう状況でございます。 

それから最後の５点目ですが、先般も総務省から少子化の数値が出てきておりましたけれど

も、日本国内でも 28 年連続子どもの数が減っていると、こういうような状態でこれからもどん

どんやはり少子化が進んでいくだろうと、こういう状況だと思っております。ただ、そういっ

た中で今回民間のほうに移譲するわけですが、やはり移譲した会社が安定をした経営をしてい

ただくということが必要かと、こう思っております。そういうことで、今ご承知のとおり小鳩

保育園は 80 名の定員となってございますが、その定員分の措置費を 100％補償しましょうとい
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うようなことを申し述べてございます。それを経営が安定する５年間、とりあえず５年間 100％

補償しましょうというようなことでお話をしてございまして、それについては双方が了解をし

ていると、こういうような状況でございます。 

そういう５点に絞って、ある程度お話をして了解も得ていると、こういうような状況でござ

いますので、そういうことを踏まえながらこれから内容について課長のほうからご説明をして

いきたいと、こう思っていますのでよろしくお願いしたいと思います。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） それでは、皆様のお手元に町立小鳩保育園民間移譲に伴う全員

協議会への説明ということで資料をお渡しさせていただいております。 

 ２ページ目をめくっていただきたいと思います。２ページ目につきましては民間移譲に伴う

移譲開始までのスケジュールということで載せてあります。現在移譲法人との協議をしている

状況、それから保護者への対応、それから行政として今後進めていく内容等、３項目にそれぞ

れ分けまして来年の４月までのスケジュールという形で載せてあります。 

 次のページです。次のページには民間移譲に伴う町費の負担額の試算というものを入れてお

ります。１点目は町立保育園をこのまま町で運営した場合かかると予想される経費について。

真ん中の２つ目につきましては町立で運営した場合と民間移譲した場合の町の負担額の比較と

いうことで表を載せております。 

 ３点目、１番最後になりますが、ここにつきましては移譲に伴う運営費の補償等についてと

いうことで、ただいま部長のほうから説明がありましたとおり定員に満たない場合には定員満

度額を補償という形で、今小鳩保育園は 80 名になっておりますが、来年の４月スタートの時点

には 60 名に定員改正をした中で定員に満たない場合の補償額を補助していくという考え方を

もっております。 

 それと１番最後の資料になります。これにつきましては計画の中でも特別保育の推進をとい

うことでうたっております。これにかかわる経費ということで障がい児保育・延長保育・休日・

一時保育、それぞれの保育をする場合の町の支出額、これにつきましては延長・休日・一時に

ついては、国・道の補助制度等がありまして、それを活用し、プラス利用していただく方の個

人の負担ということも考慮に入れた中で町の負担という数字を出しております。 

お手元の資料に基づきまして、詳細につきましては中島主幹のほうから説明をいたしますの

でよろしくお願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） 中島子ども課主幹。 

○子ども課主幹（中島圭一君） それでは、町立小鳩保育園の民間移譲にかかわるスケジュー

ル等を説明させていただきたいと思います。 

 まず１ページめくっていただきまして、主なスケジュールでございます。先ほど部長からも

説明がありましたとおり、現在は法人と運営等に関しての協議を実施しているところでありま

す。この後７月に保護者説明会を開催した後、保護者、移譲先法人、教育委員会により三者協

議会を設置し保育園における行事や１月から実施する引き継ぎ保育の方法など打ち合わせをす
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ることとしております。開催につきましては必要に応じて実施することとし、民間移譲した後

の４月以降も継続して実施していく考えであります。９月には町立小鳩保育園の民間移譲に関

する条例の改正及び土地建物に関する議案を議会に上程させていただき審議をしていただきた

いと考えております。さらに 10 月には移譲先法人において保育士の募集及び、決定をすること

から現在町立保育園に勤務している保育所の中から採用が決定した場合においては、１月以降

の引き継ぎの関係もありますので決定した後、小鳩保育園に配置換え等を行い準備を進めてま

いりたいというふうに考えております。12 月には移譲先法人と覚書を締結して保護者説明会を

開催し、引き継ぎ保育の内容を説明した後、１月から引き継ぎ実施に入ってまいりたいと考え

ております。さらに１月には移譲先法人において保育園設置認可の手続き等をしていただき、

４月からの運営に備えていただくことになります。以上が主なスケジュールになっております。 

 続きまして、３ページ目をご覧いただきたいと思います。まず運営費についてですが、１の

表につきましては先ほど課長が説明しましたとおり、町立保育園３園を町営で運営する場合に

おける町費負担額の平成 22 年度予定額となっております。歳入は児童数に応じた国が定める措

置費相当額と同額の額を保育料及び、交付税の収入に賄うことになっております。歳出は平成

19 年度実績額を参考に定員児童数の割合で算出しており、その結果町立保育園として３園を運

営する場合では町負担額が 4,900 万円というふうになっております。 

次、２の表は小鳩保育園を民間移譲する場合において経費の負担額を示しております。小鳩

保育園を町立で運営する場合における町の負担額は２の左側の表にありますが約 2,700 万円の

持ち出し負担となっております。真ん中の表になりますけども、民間移譲することにより歳入

の措置相当額がそのまま歳出となりますので、町が持ち出す負担額はゼロ円でございます。こ

のことから民間移譲により保育園運営に関する町が負担する額は 2,700 万円削減されることに

なります。本表の２の表になりますけども保育士の配置がえに伴う人件費等は含まれておりま

せんのでご承知おきをいただきたいと思います。 

 下段３の民間移譲に伴う運営費の補償についてであります。通常は国が定める保育単価に基

づき児童数に応じた保育所運営経費として歳出することになりますが、今後入所児童数の減少

が見込まれる場合につきましては保育園の安定的な運営を補償するため入所児童数が定員を下

回っている場合には定員の満度額を補償することとしております。この補償は平成 22 年度から

５カ年を予定しております。なお、今後さらに児童数の減少が著しくなる場合におきましては

定員の見直しを協議することになっております。 

 次に、特別保育事業、最後のページをご覧いただきたいと思います。この表は特別保育事業

ごとに町の負担額を算出した表でございます。町支出額につきましては民間保育園に際しての

補助額として支出する額を記載しております。次に歳入といたしまして国、道の補助金、先ほ

ど課長が言いましたように延長・休日・一時保育につきましては国、道の補助金が充てられる

ことになっております。歳入（個人負担）につきましては受益者負担の金額を、一応参考とい

たしまして近隣市町村との金額を参考にして想定をして算出しております。したがって１番真

ん中の表が町負担額ということで、歳出から国・道の補助金と個人負担を差し引いた額を記載



 5 

しております。まず障がい児保育になりますけれども、障がい児保育は一般財源化されたとき

に伴いまして国の補助金制度は今現在ありませんので町独自の補助制度を構築する必要がある

と考えております。障がい児保育は重度の障がい児１人に対しまして保育士１名の配置が必要

になります。障がい児が３名いる場合につきましては保育士３名が必要となり、年間保育園 300

日を開設しておりますのでそれを想定いたしますと保育士１人当たりの年額人件費 204 万円、

３名で 612 万円となります。この 612 万円がそのまますべて町単独の負担金となります。 

延長保育につきましては国基準の保育園の開園時間 11 時間を越えて保育園を開園する場合

の事業でございます。保育園の開園時間を１時間延長する場合、保育士は国の基準で２名配置

という部分を含めて、300 日開設する場合におきまして施設管理経費も含めますと 72 万 9,000

円が必要になってくるところであります。歳入は次世代育成に関する補助金の制度が適用され

２分の１の助成、その他１日当たり受益者負担 150 円を徴収することを計算いたしまして９万

円の歳入、結果延長保育事業に関するまちの負担額は 27 万 5,000 円となる計算でございます。 

 次に休日保育でございます。祝日及び、日曜日に開設する事業であります。年間の祝日及び、

日曜日の約半数分 30 日開設で計算をしております。これも国の基準で保育士の配置が２名、施

設の管理経費を含めますと総経費は 66 万 5,000 円、補助金として歳出することになります。歳

入につきましては国の特別保育事業の補助制度を活用いたしますと基準額の３分の２の助成、

さらに受益者負担１日につき 1,500 円を徴収いたしますと 22 万 5,000 円の歳入となり、結果休

日保育事業に関する町の負担額は 17 万円となります。 

 最後に一時保育ですが、保育園に入所していない児童の保護者が冠婚葬祭等の理由で一時的

に保育所に児童を預けられる事業でございます。月に 20 人程度、一時保育の事業の活用を想定

した場合、これも国の基準で保育士２名の配置と施設に関する経費を含めますと 171 万 1,000

円となり補助金と歳出で算出することになります。歳入は国の特別補助事業の補助制度を活用

しますと総経費等基準額の３分の２が助成、受益者負担１日につき 1,500 円から 2,000 円を徴

収することを想定いたしますと 42 万円の歳入になり一時保育事業に関する町の負担額は 102

万 1,000 円と計算されます。なお、この休日保育と一時保育事業についてはまちが指定する保

育園１園で実施することを予定しております。 

 最後になりますが、この障がい児保育事業を含め特別保育事業につきましては、新たに補助

基準による規則を町のほうで策定し対応することになります。今現在教育委員会において補助

金交付金等の案を検討しているところでありますので、申し添えさせていただきます。 

以上でございます。 

○議長（堀部登志雄君） 町立保育園の民間移譲の状況について今説明がございました。今の

説明を聞いて何か。３番、西田議員。 

○３番（西田祐子君） 大体わかりました。それで何点かよくわからないのでお伺いしたかっ

たのですけれども、最初の小鳩保育園を移譲することによる町の負担金の試算というのが、こ

れで見ましたら白老町交付税額で小鳩保育園で 3,943 万 4,000 円になっているのですけども、

民間移譲をすると国の負担金が 2,996 万 3,000 円に減るわけですよね。どうして減ってしまう
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のかがよくわからないと思うのですけれども。 

それともう１つ、負担が、結局白老町の持ち出しが 947 万 1,000 円、これは白老町の交付税

になって、つまり負担金がうまく２つに分かれているだけというふうに理解していいのかどう

なのかというのが１つ。 

もう１つ、人件費のところですが、町で運営したとき 7,153 万 8,000 円になっているのです

けれども、民間移譲すると負担金が 5,210 万 4,000 円、つまり 1,900 万以上。これでやってい

けるのかどうなのか、その辺の採算の考え方というのがちょっとよくわからないと、その辺を

教えていただければありがたいと思いますけど。 

○議長（堀部登志雄君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） １点目の町立の場合には町費の交付税が 3,900 万円、それが民

間移譲になると国・道の負担金が入るということで、国・道の負担金が入るために町の負担と

しての額が 947 万 1,000 円になります。というのは町立で運営した場合には、あくまでも交付

税という形でしか入ってきません。ところが民間で運営をする場合には国が２分の１、道が４

分の１、あと自治体が４分の１という負担割合になって国・道からの負担金が入ってきますの

で、交付税分は低くなって町はあくまでも町の負担分という考え方になります。 

それともう１つの人件費の部分になります。町立で運営した場合に人件費 7,100 万円かかっ

ているのに、民間にした場合には歳出全部で 5,200 万円しか運営費として入らないで運営がど

うなのかというところだろうというふうに思います。これにつきましては、基本的に今民間に

移譲しています緑丘保育園につきましても、緑丘保育園につきましては 90 人定員で額は当然違

いますが、同じように国・道の負担金も含めて運営費という形で決まった額をお支払いして、

その中で運営をしていただいています。それからいいますと小鳩保育園 60 名定員ということで

決められている 5,200 万円という、この運営費、この中で運営をしていくということになりま

す。人件費等で小鳩保育園 7,100 万円というところでは、例えば障がい児保育等にも保育士を

加配という形で雇っております。そういう部分もありますので人件費というのは、ほかのとこ

ろの町立の保育園と比較しても多くなっておりますが、基本的には国が定めた運営費という中

で運営をしていただくということになります。 

○議長（堀部登志雄君） ３番、西田祐子議員。 

○３番（西田祐子君） 最初のほうの説明はわかりました。後段のほうの人件費が 7,100 万円

と高額になっているのは、先ほど説明を受けました特別保育事業の障がい児のそういうような

ものをしているために、これだけの金額が高くなっているというふうに理解していいのですね。

そうしましたら、もしこれから先民間移譲した小鳩保育園にまたこの障がい児保育等をやると

いった場合は、先ほど説明されました約 922 万 5,000 円かかる、そういうようなものが結局そ

ういうふうにいくというふうに理解していいのですね。 

○議長（堀部登志雄君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 障がい児保育を新たに民間の保育園が行う場合には、その分と

して町が独自で定めた制度によって補助をしますということになります。 
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○議長（堀部登志雄君） 久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 根本的にちょっと違うのは職員の給料ベースなのです。高いので

す。それで今 5,200 万円で小鳩保育園にお願いしますといったら 5,200 万円でやるしかないの

です。そうなるとやはり民間と町との違いは出てくるかと思っています。これはいた仕方ない

ことなのかと。それで先ほど私が冒頭に言ったように５年間は 100％補償しますと、５年間安

定できるだけしてくださいというようなことを我々は要求していきたいと思っているのです。 

それともう１つは、先ほど私が言ったように今小鳩保育園に臨時の保母さんが何人かいるの

です。それで何とか雇っていただきたいという話をしているのです。それは前向きに検討しま

すという話をされているのですけども、経営がおかしくなって１年２年でもう辞めてください

という話はできないので、最低でも５年間ぐらいは町としても 100％補償するから何とかお願

いしますという気持ちもあると。こういうことですので、ご理解してください。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） ほか。２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） まず小鳩保育園の関係で５年間補償するということについてなのです

けれども、これはもう緑丘保育園はずっとやっていますけれども、その辺の定員割れをおこし

たときの整合性が、期間限定になっているけど、その辺整理されているのか。それと５年間こ

の運営費下回ったら補償しますということは歳入で 5,200 万円、これにはその差額分が補償分

出た場合の見込み数字というのか、それは当然出ていませんけども、そういう部分については

今後単費でその年度ごとに出てくるというような解釈をしていいのか。それと保育士は今何名

いて、この人方が今人事異動になっていますけども、４月いっぱいでこちらに来ると思うので

すけど。その辺の、前新財政プログラムでもかなり議論があったのだけども、その補償が一般

財源に振りかわるのですが、その額がどういう予算処置というか、財源確保、その辺行革担当

のほうと、現実目の前ですから議論されているのかどうか。その３点。 

○議長（堀部登志雄君） 久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） １点目の緑丘保育園との整合性はどうなのか。当然向こうも民間

でございますので、これについては今回の小鳩保育園と同じように補償しますという方向に持

っていきたいと、こう思っております。一方は補償しないで一方は補償するということにはな

らないので、やはり整合性をもってやっていきたいと思っております。 

それからあと差額が出た場合については、これはもちろん単費で出すような形になってくる

かと思っております。 

○議長（堀部登志雄君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 今の部長の補足なのですが、緑丘保育園との整合性については、

小鳩保育園につきましては当然スタートからになりますので５年というような考え方を持って

いますが、緑丘保育園につきましては十分これまでも安定した経営をしてきているということ

からいうと５年の期間ということにはならないかというふうに思っています。それでもう少し

短い期間でという考え方をしております。それと保育所の所員につきましては、ことしの１月

に保育士に対しても１次の意向調査をかけております。その中で町立の保育園に残る、または
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民間の保育園を希望する、それから一般職に配置がえを希望するというような考え方で１次の

意向調査をかけまして、ことしの４月に１人一般職のほうに配置をしております。また、年齢

的なもの、体調的なものもあり、民間移譲になる場合には退職をという職員も何人かいらっし

ゃいます。この後２次の意向調査をかける中で、来年の４月以降の明確な方向性を職員からも

きちんといただくと。その中で当然一般職への配置がえというようなところでは研修等も含め

まして、それについては人事のほうとも協議を今詰めているところです。その中で保育士等の

意向も十分、国、また町としても、これは今寿幸園の職員が現実一般職として中に入ってきて

います。その方々は当然一時的に人件費の負担、これは否めないというふうには考えておりま

すが、当然職員として雇用しているわけですから、その補償もしてやることは当然であろうと

いうふうに思います。それで寿幸園の職員の例をみましても皆さん職員として一般事務職とし

ての自覚をもって勤めておりますので、保育士につきましても同様に研修等も含めて一般職で

希望する者については当然そこのところに配慮をしていきたいというふうに思っております。 

○議長（堀部登志雄君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 新財政改革プログラムでの人員管理がどうなっているかとい

うことだと思います。基本的には保育士については平成 28 年までプログラムの期間中に人員管

理の中にすべて含まれております。移譲したものについては取り扱いとしては一般職に配置転

換を考えてプログラムを作成されているということでございます。先ほど課長が言ったとおり

今後のスケジュール的には当然一般職に９人もっていくという話にもなかなかなりませんので、

そこのところは研修を含めて異動の計画は今後詰めていきたいというふうに考えてございます。 

○議長（堀部登志雄君） ２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） 民間委託をする内容のほうは別として、現実には役所の今財政状況を

考えなくてはいけない。今担当課長のほうで保育士を希望する人は保育士のほうにも回すと言

ったのですが、虎杖浜や萩野へ行ったら、悪いけども竹浦から社台へ行った人もたくさんいる

わけですよね。それでも異動しておくということ、そうではなくて職権をもってきちんと配置

がえをするという考えになるのですか。その辺はどうですか。 

○議長（堀部登志雄君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） それは私のほうからお答えさせていただきます。当然全部を

虎杖浜と萩野に持っていくとなると、当然その部分は人件費膨らむという形になります。今臨

時職で対応している部分がありますので。その部分のいわゆる現在より比較して保育者が余剰

というと悪いのですが、その部分については来年度以降の研修を含めて、１年間の研修を今の

ところ考えながら一般職に持ってくる検討をしているということです。したがいまして、これ

から今は１園だけの移譲になりますけども、将来にわたっての移譲が出てくると思いますので、

そこは計画的にどうやって一般職に配置転換するかということは総体的にスケジュール的に決

めていきたいということでございます。とりあえずは来年度 22 年度から１年間の研修という中

で保育士さんを本町のほうの事務職に充てて、そして１年間で慣れれば具体的にそれぞれの部

署に配置転換する考え方でおります。 
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○議長（堀部登志雄君） 15 番、吉田和子副議長。 

○１５番（吉田和子君） 15 番、吉田です。何点か確認したいと思います。小鳩なのですが、

今 80 人定員で、60 人定員で移譲していくということなのですが、この５年間は補償するとい

うことなのですが、この定員管理に関しては５年間 60 名で据え置くという考え方なのか、それ

ともその子どもの数によっては定員を見直していく考えが出てくるのかどうなのか、その辺を

ちょっと伺いたいと思います。それと緑丘保育園は、今のお話ですと何年補償するのかはっき

り言いませんでしたけれども、もう民間移譲して何年もたっていますよね。新たにほかに移譲

するので５年間補償するからそちらのほうも補償するということになるのかどうなのか。今の

ところはずっと大半のことは支援してきましたし、そういった部分では今安定した計画で運営

しています。そういった利点から考えると、そういったことになってまた戻って、そちらをや

るからそちらのほうも何年もたつけどやるということになっていくのかどうなのか、その辺ち

ょっと基本的な考え方を伺いたいと思います。 

それともう１点、特別保育事業なのですが、この延長、休日、一時、特に休日、一時という

のは、常時この方たちは置いておくということなのか、一時保育の場合は緊急の場合があると

思うのですけれども、休日保育等は前もって希望を聞いてそれに見合った人数で計画をもって

いるのか、それともこれはその都度必要に応じて定員保育士を置くのか、その辺どのような考

えになっているのか伺いたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 定員の関係でございますけども、今 80 名で 60 名の定員にするわ

けですけれども、先ほど補償の関係の話をしましたけれども、５年後どういう状況なのかとい

うようなことで双方で見直しをしようかというようなことはお話ししております。ですから、

とりあえず５年間は 100％補償して５年後定員も含めてどうするかというようなことで一度仕

切り直しをするというようなことを双方に今お話をしているところでございます。 

それから緑丘保育園についてでございますけれども、これは議員もご存知のとおりずっと定

員オーバーだとかして、かなり人気もあって保育園を抱えていたわけですけれども、最近やは

り少子化とともに定員割れしてきているというような状況なのです。そういうことから考える

と、先ほども言ったように民間の整合性ということを考えると、一方は補償していない一方は

しているという話になるとちょっとおかしい話になるので、これについては整合性をとってい

きたいと思っております。 

○議長（堀部登志雄君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） ３点目の休日、一時保育のときの職員の配置なのですが、これ

につきましては基本的にその休日保育だけの人間を雇用ということではなくて、職員としてい

る中でのサイクルで回していく。そうではないと子ども達もなかなかまったく知らない人に休

日だけというのは不安だろうというふうに思いますので、常に慣れた職員を配置という考え方

をしております。 

○議長（堀部登志雄君） 12 番、松田謙吾議員。 
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○１２番（松田謙吾君） 松田です。この保育園の民間委託はまちの永年の懸案事項。しかし

ながら、何だかんだ民間委託しなくてもやっていけるのです。やる気になったら。今のように

５年間不安定だったらどうするとか、そういうことではやはりこの民間委託の出発点が違うの

ではないかと私は思うのです。やはり民間委託とまちの運営と、この民間委託した段階からき

ちんと整理されて民間委託したらこうなのだと町民にきちんと物を話す。それから幼稚園の父

兄の方にきちんと話をする。まちでやるのはこうなのだ、しかしながら民間委託したのはこう

なのだよということをはっきりさせてやるのが民間委託の意義があると思うのです。それが民

間委託したら５年間不安だとか、どうなるかわからない、こんなことでは何も最初から民間委

託に走る必要がないのではないかと思うのです。 

それから緑丘保育所もきちんと安定して今まで一度も財政的に経営的に苦しいという話は聞

いたことはありません。しかしながら今小鳩をやるのだったら同じくしなければならないから

こちらもやるのだというこの発想では何のために民間委託をするのか。私はこれはこういう考

え方ではとっても納得できません。民間委託はやるべきなのです。だけどこういう物の考え方

から出発するのだったら、これは私はおかしいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） ただいま、民間委託をする出発点が違うというお話ですけれど

も、それは民間委託をして５年間補償するのは、民間委託をするから不安だということではな

くて、現状子ども達の数が減ってきているという状況の中では、その中で民間委託という考え

方をしていく場合に運営として補償しましょうと。ただ、これが例えば町立の保育園で運営し

ていったとしても当然保育士自体の雇用につきましてももう 10 年以上新規に雇用しておりま

せん。そういう中では当然保育士の年齢も高くなってきます。そうなりますと新たにやはり職

員の雇用ということも考えていかなければなりませんし、その中で人件費等の負担増というと

ころも十分考えられるところです。そういうようなところも踏まえまして、町として民間移譲

はするけれども当然経費的なものも含めて運営が不安定な中ではどこに支障がくるかとなれば、

子どもとその保護者であるということは確かだと思います。その保護者と子どもに不安を与え

ながらも運営をしていき、また保護者により多くの負担を強いるような考え方というのは町が

保育事業を運営する、その責任ある中ではそれはやはり避けなければならないところであろう

というふうに考えますので、そこのところを十分把握し踏まえた上で町としてはある程度の負

担をし、補償はしていかなければならないという考え方をもっているところです。 

それと緑丘保育園につきましても、これまで十分 90 名定員につきまして 100 名以上の児童を

保育してきております。ですが今年度初めて、本当に初めてです。定員を割りました。これは

当然少子化ですので一方だけが定員が多くて一方だけが割れるという考え方ではないというふ

うに思っておりますので、この後当然緑丘保育園につきましても定員が割れていく中で現状も

経営は大変であるというお話はこちらも聞いております。ただ、自分達の自助努力をする中で

何とかしています。ということではありますので、当然保育所の事業という考え方で町が責任

を負うところは負わなければならないという考え方をもっておりますので、緑丘保育園につき
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ましても同様の考え方をしていきます。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 12 番、松田謙吾議員。 

○１２番（松田謙吾君） 私は補償がいいとか悪いとかというよりも、もちろん今子どもが少

なくなってきて、こんなことは誰でも知っている当たり前の話。ですからこうであれば緑丘保

育所も定員の見直しもきちんとすべき、これも当たり前の話。私が今言いたいことは民間に委

託して不安があったりするのだったら町でやってもいいのではないの。子どもにお金かけるの

は当たり前だと思います。安定した保育事業をやらせるのも当たり前、やっていくのも当たり

前、父兄が安心して保育園に入れるのも当たり前。ですから不安だったら何もしゃにむに右に

曲げてかじを切って民間委託しなくてもいいのではないのと、そう言っているのです。何も安

定だとか不安定だとか５年見ないといけないのだったらもう少し今の子供の減っていくこの推

移をもう少し見直して３年なり５年なり後に決断してもいい話であって、だけどもうやると決

めた以上は不安定などという言葉自体がおかしいと先ほどから聞いていてそう思うのです。 

○議長（堀部登志雄君） 久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） やはり１番は、今松田議員が言ったとおり子供をきちんと保育す

るということが保育園の使命かと思ってはいるのです。それが第１なのです。ですからきちん

と保育所へ行ったらおいしい給食が食べられるだとか、楽しい遊具で遊べるだとか、友達がで

きるだとか、そういうようなことが第１だと思うのです。一方はそれを預かる保育士さんがき

ちんと仕事ができるような環境というのも１つはやはり考えていかなくてはだめだと思ってい

るのです。それにはやはり安定した経営をしないと、例えば 20 万円の給料を実は来年から 15

万円にしますとか 10 万円にしますということも大いにあるのかと思っているのです。そうなる

と仕事の意欲ということを考えるとその辺はやはりある程度一定の金額を補償してあげるとい

うことが総体的には白老町の保育の振興にもなっていくのかと。ここなのです。この辺の考え

方だと思うのです。その辺１つ理解していただきたいと思っております。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。どうも聞いていてよくわからないのです。町が保

育にきちんと責任を持つのだったら、今言ったように何も民間委託する必要がないのです。責

任を持つのだったら。そうでなくてやるのに５年間とつく。５年間たってだめだったらどうす

るのですか。本当に責任を持つのだったら５年間と期限つけるほうがおかしいのではないです

か。そうでなくて改善できるというのだったら、そうしたら緑丘が今までやってきたのは何だ

ったのですか。そうしたら緑丘も定員割れするからというのだったら緑丘も小鳩も全部定員割

れしたら全部補償すると、初めからやればいいのではないですか。それを５年間とつけると。

今まではよかったから、緑丘は今度危ないから定員割れしたら困るから、定員は決まっている

のだったらその定員を見直すのがどこで見直してどうやってやるのかというのが何もなくて、

あるのかもしれませんが。５年間といっても５年間たって定員割れしていたらどうするのです

か。ということになりますね。町が責任を負うということは。そこのところがきちんとしてい

ないから今みたいな議論になるのです。私はそう思います。今まで、もし小鳩やらなくて緑丘
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が定員割れしたらどうするつもりだったのかということにもなります。だからそういうことを

きちんと考えてやっていらっしゃるのですかということをまず聞きたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 基本的に、たとえ民間であったとしても公立であったとしても

町が保育所運営を事業として進めていく考え方、そこに責任を持つということはかわらないと

いうふうに考えていますので、緑丘保育園を民間に移譲した後も当然町としてもいろいろな支

援はしてきておりますし、その中で今回小鳩保育園を民間に移譲するという考え方になって今

にきております。当然小鳩だけではなくて全部の保育園がそうですが、定員が割れてきている。

緑丘についても先ほどもお話ししましたが、これまで定員を超える保育児童数を確保してきて

おります。ただ、この少子化の中では子供をなかなか確保するということ自体が難しくなって

きているというのが現状ですので、その中では民間であっても公立であったとしても町として

負担をし、子どもが安心して生活ができるように補償していくという、その考え方の上にたっ

た場合に、公立であっても民間であっても安心して子ども達が生活できる、その考え方は何な

のか。そこのところにたちますと公立であれば当然町が丸々負担をするという考え方になりま

すが、民間の場合にはそこの部分が不安になるのでそこのところは町として運営をする法人に

支援をしましょうと。現実白老町で民間保育園として緑丘保育園がこれまで保育園運営をして

きていただいておりますが、その中で公立とでは大きくどこかマイナスになるところがあるの

かというと本当に緑丘保育園さんは一生懸命やってきてくださっております。それからいうと

民間の力というのは比較をするものはないのですが、民間は民間としての保育園運営を十分し

てきてくださっているというふうに考えておりますので、そこのところでいうと小鳩を今民間

にする、公立の保育園としてもそのままでもいいのではないかということになりますけれども、

それは民間の力を十分発揮をしていただいて、いい保育をしていただく、それが町として保育

所運営を進めていく上でメリットがあるという考え方をもって、今民間に移譲するという考え

方をもっておりますので、そこの部分でどうしてもマイナスになる部分については町としても

それは支援をしていきたいという考え方になります。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。言っていることはみんなわかります。そのとおり

なのです。だから責任は町が負うのですね。それははっきりしているのです。そうしたら５年

たって定員を見直すのはどこが見直すのですか。町が見直すのですか。私が言っているのはそ

ういうことがきちんと本当はこの覚書の中に入っていないとおかしくないですかということを

言っているのです。補償する、そうしたら５年たって赤字だったら責任を負うのですからまた

補償するのですね。定員を見直さなかったら、見直す期間がきちんとつくられたりしていなか

ったら方向は見えません。緑丘はどうするのですか。来年 70 人だったら 20 人分をみるという

ことですか。そういうことがきちんとしていないとだめではないのと、民間委託するというこ

とは、私は民間委託にはっきりいって賛成ではないです。だけど民間委託をするならそれだけ

の理論的な根拠やきちんとした整合性がないとだめだということを私は言っているのです。そ
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うでないとおかしく、出たとこ勝負で子どもの将来の責任を負うというのは、そのようなこと

にはならないでしょうということを言っているのです。 

○議長（堀部登志雄君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 申しわけありません。説明が不足していました。定員管理につ

きましては、当然小鳩保育園につきましては５年の補償をするという中では定員の見直しをお

互いに協議をしていくという考え方をもっております。また緑丘保育園さんにつきましても子

供の減少ぐあいを見ながら、これは緑丘保育園さんも当然自分のところのお子さんの状況を把

握をしていらっしゃるというふうに思っておりますので、そこについてもお互いに話し合いを

させていただく中で、定員については大きく変わる、例えば今 90 名ですが来年 27 名のお子さ

んが卒園することは決まっております。となれば 60 名代のお子さん、それに新規に入られたと

して何人ぐらいになるか予測はつきませんけれども、当然その中では定員数についての相談と

いうのはこちらとしてもさせていただきたいという考え方をもっております。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕議員。 

○１０番（大渕紀夫君） ただ、保育者も、そこの民間にも保育者がいて、減れば保育士さん

の状況というのは白老町と同じくなるのです。そういうことはわかっていますね。そういうこ

とを全部見越して、民間委託するからといって補償するということは、そういうことを含めて

やるという意味だと私は思っているのです。そうであれば前提条件として子供がきちんと子供

の保育の責任を町が負うということはそういうことまでやらなかったら、丸投げで民間委託す

るという意味ではないから、丸投げではないという意味はどう意味かというと町が責任を負う

という意味です。だからそういうことがきちんと覚書で出されて、例えば 10 名の単位で減った

場合は定数の見直しは必ずかけますということがこの２ページ目の３の民間委託に伴う運営費

の補償についてという中に、そういうことがきちんとうたわれて、相手と確認されて、そうい

うことが出てこないとおかしいのではないですかと、私は民間委託に基本的に余り賛成ではな

いけども。 

○議長（堀部登志雄君） 久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 今言われたことは大切なことだと思うのです。５年後に見直しを

するということではなくて、それは前提なのですが、今言ったように、例えば 10 人減った場合

はどうだとか 20 人減った場合はどうだとかということはきちんとこれから協議をして覚書に

も、そういうことも入れられるかどうかわかりませんけれども、そういうような協議をしてき

ちんとやはり段階をつく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。 

○議長（堀部登志雄君） 前田議員。 

○２番（前田博之君） 非常に具体的に詰めてきたら議員さん方もアバウトで理解されていな

いと思うのです。ここで議論されてもどうしようもない、どうしようもないといったら失礼で

すが。やはり担当所管事務調査とか一般質問だとか、そういう形で我々議員がどう対応するか

ということにして、今かなりまだ、私もかなり疑問的なところがあるのです。財政的な措置だ

とかいろいろな部分で。そういう形の中で、まだ意見がある人は意見があると思いますが、そ
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ういう形の中でやる方法しかないのではないかと思うのですが、いかがですか。 

○議長（堀部登志雄君） 今そのような前田議員のほうから意見がありましたけども、きょう

は全員協議会ということでこの項目について協議していますけども、時間も大分、次の項目も

ありますし、今お話がありました民間移譲については着々と今進んでいるという中で、それに

ついてどうのこうのというのは、これはいろいろな形で質問されるのは別に差し支えないと思

うので、総務文教あたりで所管事務調査でいろいろとやられるということはそれはそれで、今

継続中のことなので逆に構わないと思います。そういうことで、時間もきましたけども、この

小鳩保育園の民間移譲にともなう全員協議会での説明と、お互いの質疑のやりとりというよう

なことで、この辺でとりあえず閉めてよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） それでは、次の日程、学校施設の耐震化推進計画ですけれども、こ

れは午後からにできればしたいと思いますが、それともこのまま若干延長してやりますか。 

それでは、これで昼食の休憩に入って、午後からも全員協議会を続けまして、終了後議運を

開きたいと思います。 

休憩 午後 ０時０６分 

                                           

再開 午後 １時００分 

○議長（堀部登志雄君） 定刻１時になりましたので、ただいまから全員協議会を休憩前に引

き続き行います。 

２番目の白老町学校施設耐震化推進計画についての協議会でございます。説明をお願いいた

します。久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 午前中に引き続きありがとうございます。それでは午後からは耐

震化計画についてご説明をしたいと思います。耐震化計画のこれをつくった根拠というのは、

平成 15 年、文部省のほうから耐震化推進方針が示されまして、そして北海道の教育委員会が平

成 17 年に同じように推進方針を示したと、こういうことを受けてこのたび推進計画をつくった

と、こういうようなことでございます。それでこの計画書は後で説明いたしますが、平成 17

年から 19 年ご存知のとおり耐震化の優先度調査を実施いたしました。この優先度調査を踏まえ

て、このたび推進計画をつくったということでございます。この計画は平成 21 年度から 10 カ

年、平成 30 年までの計画でございます。10 カ年の総事業費は約 29 億円というような計画にな

ってございます。 

内容についてはこれから担当課長のほうからご説明を詳しくしていきたいと思いますのでよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） それでは、中身の説明につきましては担当主幹のほうからご説明

申し上げますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） 田中教育課主幹。 
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○教育課主幹（田中規雄君） それでは、白老町学校施設耐震化推進計画についてご説明させ

ていただきます。中身につきましては、策定の背景を初めとしまして各項目新財政改革プログ

ラムの位置づけまでとなっております。あと別紙が３枚ついております。また資料についても

３つの資料がついた構成となっております。 

 まず１ページ、策定の背景から簡単にご説明させていただきます。策定の背景としましては、

平成７年１月に発生した兵庫県の南部地震を契機として文科省並びに北海道教育委員会により

学校の施設耐震化推進指針というものが出されまして、各市町村で耐震化に係る施設整備の推

進ということでいわれてきたところでございます。それを受けまして当町においても平成 17

年度から平成 19 年度において昭和 56 年以前、これは後でご説明いたしますが耐震の基準が変

わった以前の建物ということでございます。この小中学校施設について耐震化の優先度調査を

実施してきました。またこれをもとに今後の事業財源の確保に努めながら耐震化を推進してい

きたいということでございます。次の米印の１番では耐震化の優先度調査の説明を書いており

ますが概略としましては５段階の優先度ランクがありまして、そのランクについては現地調査、

それからコンクリートの強度測定等を行いましてフローチャートにより結果が出ることになっ

ております。その結果については１番最後の表に出ていますので後でご説明したいと思います。 

 次２ページですが、計画の目的です。目的については人的被害を未然に防止するということ

を大前提としまして、安全で安心できる教育環境を確保するということを目的として進めてい

きたいと。 

 次に３番の施設の現状ですが、今回の対象となるものにつきましては非木造の２階建て以上、

または延面積が 200 平米を超える施設ということで当町対象は 41 棟ございます。その中で下の

表に出ておりますが、表の行でいけば下のほうに合計の数が出ています。全棟数が 41 棟ござい

まして昭和 57 年以降建築の棟数は 13 棟、昭和 56 年以前の建築棟数は 28 棟ということで全棟

数に占める割合が 68.3％、これは 56 年以前の建物が占める割合となります。耐震化率につき

ましては裏返しになりますので１番表の右側に 31.7％と出ております。これが当町の現在の耐

震化率になっております。全国ではこの策定時点での 20 年４月１日現在の資料ですが、全国で

は 62.3％、北海道におきましては 48.4％ということでございます。それと隣の表でございます

が、これにつきましては今ご説明した表が棟数ということでございますが、今度の表につきま

しては延面積によって出した値でございます。これも１番最後のほうに出てございますが、合

計の中の計の欄の１番最後に 57 年以降の建物が 42.4％ということで面積的にいけばこれが耐

震化率になっております。それから先ほど耐震化ということで新耐震化基準の話を一部させて

もらいましたけれども、その説明が米印の、今３ページの表の真ん中ですが米印の３に出てお

りまして 1981 年昭和 56 年の建築基準の改正によって、それ以前の建築物と区別するため「新

耐震基準」と呼ばれております。この「新耐震基準」では中程度の地震に対して建物に被害が

起こらない、強い地震に対しては建築物の倒壊を防ぎ建築物内部に、もしくは周辺にいる人に

危害が及ばないということが基準となっているものでございます。 

 次４ページですが、整備の方針でございます。これまで本町においては財政的な面からも維



 16 

持管理上必要最小限の対応で改築・改修等をやってきていました。ただ、今後この旧耐震基準

で建てられた施設、これについても徐々に整備していかなければならないということでござい

まして、これにつきましては良質かつ優位な財源を利用しまして多くの施設の耐震性をより早

急かつ効率的に確保し、合わせて必要な質的整備を図っていくために、老朽化の著しい施設は

改築による整備とするが原則的には工事費が安価で工期的にも短い耐震改修方式を主体に既存

の施設の再生と活用を進めていくこととするというふうにうたっております。 

５番目の計画の対象でございますが、本町の対象施設につきまして下記のとおりでございま

すが、この中で簡単にご説明しますと社台小と虎杖中は全校舎、体育館について新耐震基準を

満たしている建物でございます。それで今回についても社台小と虎杖中は除いてあります。残

りにつきましては一部耐震基準を満たしているものもありますので、この表の中で見ていただ

きたいと思います。 

 次５ページ、６番、事業の実施の中でどのような形の中で進めるかということを下記の耐震

化検討フローチャートということに示しておりまして、これにしたがって進めていきたいと。

また、今 20 年度の２次補正によって耐震診断を発注しております。その結果がまだ年内になる

ものですから、今の段階ではこれを考慮しない計画にはなっておりますが、耐震診断の結果が

出た場合、補強不要という可能性もあるとも聞いております。その場合についてはいろいろ判

断しながら必要に応じて老朽改修維持補修を行っていくということも含めて考えていきたいと

思っております。 

 それから６ページでございますが、優先順位です。優先順位につきましては、今の段階では

１番最後に出てきます優先度調査の結果を重視しまして決めております。それによって優先順

位が高い工区（棟）から耐震化を図りたいということで考えております。あと、事業実施年次

計画に移りますが、これについては平成21年度から10カ年を一応実施期間として考えたいと。

それで学校施設耐震化推進計画予定表を作成して効率的な実施に向けての進行管理を行ってい

きたいと思っております。あと、第１次として平成 21 年度から平成 23 年度までの３カ年を計

画に載せまして、それ以降の７年間につきましては、この文章中には４カ年で白老小と竹浦小

の改築、残りの３カ年で大規模改修が行われた緑小と白老中学校の耐震改修というようなスケ

ジュールを組んでいこうかということで書いておりますが、実際いろんな経済情勢、それから

老朽の度合の変化、それによってはまた変わっていく可能性がありますが年次計画の中ではそ

れを踏まえまして、前でやる３カ年と残りの７カ年を区別して計画に入れております。 

それから６の４ですが、年次計画の見直しでございます。計画はつくって、これで推進して

いきたいということでいきますが、先ほどの耐震診断がまだでございますので、耐震診断の結

果においては改築を要する場合、または安全であることが判定された場合ということが、どち

らに転ぶかわかりませんが、その場合には速やかに修正を行いまして社会経済情勢の変化、児

童生徒数の推移、学校の適正配置の進捗状況を踏まえて３年ごとのローリング方式で見直しを

して実施していきたいという計画でございます。 

 ７ページの７番ですが、新財政改革プログラムの位置づけでございます。この耐震化推進計
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画については新財政改革プログラムとほぼ同時にスタートしまして、新財政改革プログラムの

ほうが先にでき上がっております。そのために今回これに入れることができませんでしたので、

今後の見直しの時期に新財政改革プログラムに加えていきながら進めていきたいというふうに

思っております。 

それでは、計画の中身はご説明が終わりましたが、別紙１から資料についての若干のご説明

をさせていただきたいと思います。 

 ８ページでございますが、学校施設耐震化推進計画予定表ということでございますが、１番

上のほうには大括弧の太い大括弧ですが、これは新耐震基準で建設しているということでござ

いまして今回の耐震の改修の対象にはならないと。括弧、小括弧につきましては２階未満かつ

200 平米未満ということで、これは耐震化での調査の対象にはなっておりませんが、こういう

ものも全体改修の中には含めていきたいということで載せております。それから網掛けになっ

ている部分でございますが、これは新耐震基準以降で建設後 25 年未満ということで改修対象に

もしていないものでございます。同じく新耐震基準で施行されてはいますが萩野小とか緑小の

黒い太括弧の部分については経過年数も 25 年を超えることから改修対象として今回考えてお

ります。それからこちらのほうの表の建設年、経過年数については、これだけたっているとい

うことで参考にしていただきたいということと、優先度ランクでございますが、ここにある３

のＢとか３のＡとか４のＢということでございますが、これについては数字が低いほど、また

はアルファベットが若いほど優先度ランクが上ということになりますので、早くやったほうが

いいというものになります。ただ、相対評価ではなく絶対的な評価でやっていますので、これ

について同じ５の場合１番２番となかなかつけづらいのですが、うしろのほうでは便宜的に順

位としては番号を振ってございますので、後でご説明します。それから真ん中辺、耐震改築改

修につきましては、今回こういう方針を立てていますということで載せております。20 年度の

部分については、これは前倒しでやれたので、本来は設計の前年度に耐震診断をやることが多

いのですが、前もってどのくらいの結果が出るかということで 20 年度に一部実施しております。 

 次のページなのですが、９ページでございますけれども、この工事種別ごとのかかる費用、

これについて概算を出しております。総事業費がほぼ各学校ごとに出しまして総額 29 億円ぐら

いかかるだろうという予想でございます。 

 次 10 ページでございますが、その事業財源の計画表としまして 20 年度から 23 年度までは単

年ずつ記載しておりまして 24 年から 30 年度につきましては７年間の合計ということで記載し

ております。 

 次、資料のご説明をいたします。資料の１の１から各学校の、下に凡例がありますが昭和 46

年以前の建物、46 年から 56 年の建物、56 年以降の建物というふうな色分けをしてございます

ので古い建物の参考にしていただければと思います。 

 それから 17 ページに移ります。資料の２でございます。ここに学校別調査対象棟一覧という

ことで、今回の対象となった 28 棟の診断をするという表が載っていまして、その結果が資料３

の耐震化優先度調査結果順位表というふうになっております。先ほど少しご説明させていただ
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きましたけれども、例えば順位の１、２と書いて３のＡ、３のＡで同じなのですが、これは順

位的には便宜的に１、２と振っていますのでどちらも１という解釈で見ていただきたいと思い

ます。同じ番号については同一順位ということになります。これの結果によって考慮しながら

推進化計画をつくっていったと。下のほうの屋内運動場につきましても同様に調査した結果で

つくっております。 

簡単でございますが、以上ご説明といたしたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 説明が終わりました。このことについて何かお聞きしたいこと等々

がありましたらどうぞ。３番、西田祐子議員。 

○３番（西田祐子君） 今ほど説明受けました最後のところの資料３のところなのですけれど

も、ここで優先度ランク３のＡとか３のＢとかいろいろ書いていますけれども、１、２、３、

４、５ランクのこの意味がよく全然説明されていないのでわからないのです。それでＡ、Ｂ、

Ｃ、Ｄまでありましたけど、こういうような基準が全然わからないものですから、その辺をち

ょっと教えていただければと思うのですけれども。 

○議長（堀部登志雄君） 田中教育課主幹。 

○教育課主幹（田中規雄君） 優先度ランクなのですが、今回の配布資料ではございませんが、

ちょっと見えるかどうかわかりませんが耐震化優先度の調査表というのがありまして、現地を

確認しながらコンクリートのコア抜きをして強度を確認して、コンクリート強度、老朽化、プ

ラン、耐震壁の配置、白老町の想定震度という項目がございます。それに現地の結果を当ては

めていきまして、それで最終的に導かれたところ、それが優先度ランクの１から５になります。

これについては町の建設課と教育委員会で共同で現地へ行って調査をしております。それによ

って最終的な優先度ランクが決まりまして、本来は１から５の中の白老町の建物は校舎では３

から５、体育館では４と５という結果になりました。１というのが優先度が高いということで

す。それで優先度調査では耐震のＩｓ値というところまで出ないのです。通常であればＩｓ値

が出ればどのくらいという目安になると思いますが、今回の文科省の基準でいけばランクの、

校舎でいけば１と２を今急ぎなさいという指導があって耐震化１万棟計画に入っているという

ことになります。ただ、３以降につきましては現在のところ文科省でも急げという話ではなく

て順次進めていきなさいというレベルになっていまして、白老小とか竹浦小の３についても順

次整備を進めていくということで文科省の基準になっております。そういうことでございます。 

○議長（堀部登志雄君） ３番、西田祐子議員。 

○３番（西田祐子君） 先ほどからの説明でそれはよくわかっているのです。そうではなくて、

１というのはどういうレベルのことをいっているのか。例えば５というのがありますね、５と

いうのはどういうレベルなのか、具体的に、例えば１というのは木造の２階建てでこういう状

態なのですとか、例えば５という診断を受けますね、５という診断を受けた場合には 10 年ぐら

い大丈夫ですとか、震度５ぐらいまでは大丈夫ですとか、そういう具体的なことをわかりやす

く説明してほしいということでお伺いしたつもりだったのですけれども。 

○議長（堀部登志雄君） 田中教育課主幹。 
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○教育課主幹（田中規雄君） わかりました。優先度ランクの中では、先ほどのＩｓ値とは違

いまして、３だから、ではどのくらいの状態なのかということははっきりは出ないのです。た

だ、目安として出るだけで、それで今耐震診断をかけて、それによってはっきりわかるという

ことなので、あくまでもこの優先度調査につきましては各自治体がどういうふうに耐震化を進

めていくか、順位を知る上での調査ということになります。ただ、その中で最悪の基準という

ことのコンクリートの強度がないとか、そういうふうになれば１とかそういうふうな形になっ

てくるのですが、具体的な話でいけばコンクリート強度がまず設計基準強度より低いようです

とか建物が非常に古いですとか、それからひび割れが多いとか鉄筋のさびが多いとか、それか

ら耐震壁がないとかということになれば１になる可能性がありますが、そういうものがクリア

されている、例えば建築年、いずれにしても 56 年以前ですからその建物でも 56 年に近いです

とかコンクリート強度も設計基準強度よりも何割か高いとか老朽化もひび割れが少ないですと

か、それから耐震壁も完備されているということになれば、それは５のほうにいくということ

になるのです。それで先ほどの、ではどのぐらいの地震で持つか持たないかというところまで

は、この優先度調査では実際わからないということになります。 

○議長（堀部登志雄君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 今西田議員のご質問の中で、もうちょっとわかりやすくなるかわ

かりませんけれども、５段階のランクの中で特に１ないし２については文科省または北海道教

育委員会のほうから早急に改善すべき施設というようなことで位置づけられていると。３以上

のものについては早急ではないけれども耐震改修を要する施設のものでというようなレベルが

示されております。ですから、ここで言えるのは３だから大丈夫だということではないですが、

少なくてもランクの１、２については早急に改善すべきものというような、そういう指針がき

ておりますので、では３以降どういうふうな形で３はどうだ、４はどうだ、５はどうだという

ようなことについては、今は明確にはお答えしづらい部分もございますけれども、少なくとも

１、２については早急にやりなさいというようなものでありまして、本町の場合は３以上のラ

ンクづけに、優先度調査の結果はなっているというところでございます。 

○議長（堀部登志雄君） ３番、西田祐子議員。 

○３番（西田祐子君） 余りよくわからなかったのですけれども、耐震の３以上だと白老町の

はこれはそうだとなっていたのですけれども、５ページのところの事業の手法というところで

耐震診断をするとなっていました。ここで結局補強不要ということになって既存利用が老朽改

修、維持補修は考えられるという言い方をしていたものですから、こちらの資料の意味と耐震

化優先度調査結果順位表というのと改めて耐震診断をするというのが全然よくわからないので

す。だからどうしてなのと聞きたかったのは、そういうこともあるのです。 

○議長（堀部登志雄君） 田中教育課主幹。 

○教育課主幹（田中規雄君） では、５ページのフローチャートをご説明したほうがいいかと

思います。５ページの耐震化検討フローチャートでございます。これについては新耐震以前の

建物、昭和 56 年以前の建物についてはうちのまちのやり方でこれは書いてございます。耐震化
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優先度調査をまず行いましたと、それによって耐震化の優先度順位がわかります。本来はそれ

によって２次診断を行って、それにともなう実施設計を行って改修をするというスタイルにな

る場合と、２次診断をやった結果、補強が不要といわれた場合については既存のまま使えると、

ただし老朽改修についてはやっていくことで進むというようなフローチャートでございます。

また、その横の昭和 46 年以前の建築物で老朽化が激しいものというところが書いてありますが、

これは改築を前提でいけば耐力度調査というものをやって改築にもっていく。またはこれはそ

のまま使わないとなれば解体。ただ 46 年以前でも改築ではなくて補強して使いたいということ

になれば耐震診断２次診断をやって、次に補強が必要か不要かを判定しながら使えるように進

めていくということになります。あくまでも建物のどのくらいまで持つかというところも含め

まして耐震診断をやらなければ決まらないものですから今回優先度調査によって、計画を今後

どうしていくかということをつくっているということになります。 

○議長（堀部登志雄君） 久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） フローチャートをもう一回説明しますけども、先ほど言ったよう

に耐震度優先度調査、これは 17 年度から 19 年度にやっているのです。それを踏まえて今回の

この計画書をつくったのです。それで下の第２次診断の耐震診断があります。これは 20 年度の

ことしの３月の国の補正予算で今耐震診断をやっている最中なのです。この結果がわかるのが

ことしの 12 月なのです。本来だと耐震度優先度調査とこれとドッキングして、この計画書がで

きればよかったのですけれども、それができなかったということなのです。それでこの耐震度

診断では皆さんによく言われているＩｓ値が何ぼだとかがあります。これが耐震度診断で出て

くるということなのです。おわかりでしょうか。年内に出てくるということです。ということ

は結構、審査会というのがありまして調査はしたけれども審査会があるみたいなのです。専門

家を集めて、例えば白老のどこどこの小学校の調査はしたと、だけれどもこれが本当にＩｓ値

0.3 なのか 0.4、0.5 なのかという審査会を専門家が集まってやると。その審査会が今、国の予

算で耐震度診断をやったものですから、各自治体がたくさんあるみたいなのです。順番待ちだ

ということで 12 月末までかかるということなのです。 

○議長（堀部登志雄君） ほかありませんか。なければ説明がわかりましたということでよろ

しいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） それでは、白老町学校施設耐震化推進計画についての全員協議会は

これで終わりたいと思います。 

                                         

◎閉会の宣告 

○議長（堀部登志雄君） 以上で全員協議会の協議項目は終わりました。これで全員協議会は

終わります。ご苦労さまでした。 

（午後 １時３３分） 


