
 1

平成２２年白老町議会総務文教常任委員会協議会会議録 

 

平成２２年 ３月 １日（月曜日） 

   開  会  午後 １時２９分 

   閉  会  午後 ３時３７分 

                                           

○会議に付した事件 

１． 白老町育英奨学基金条例の廃止及び白老町教育振興基金条例の制定について（教育部・教

育課） 

２． 白老町３中学校の統合について（教育部・教育課） 

                                          

○出席委員（６名） 

 委 員 長  及 川   保 君    副 委 員 長  近 藤   守 君 

 委 員  前 田 博 之 君    委 員  斎 藤 征 信 君 

 委 員  土 屋 かづよ 君    委 員  吉 田 和 子 君 

 議 長  堀 部 登志雄 君   

                                           

○欠席委員（１名） 

 委 員  本 間 広 朗 君 

                                           

○説明のため出席した者の職氏名 

    教 育 長   白 崎 浩 司 君 

    教 育 課 長   本 間 勝 治 君 

    教 育 部 長   久 慈 幸 男 君 

    教 育 課 主 幹   葛 西 吉 孝 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 

○委員長（及川 保君） ただいまから総務文教常任委員会協議会を開催いたします。 

                                 （午後 １時２９分） 

                                           

○委員長（及川 保君） 本日の会議でございますが、１つ目には白老町育英奨学基金条例の廃止

及び白老町教育振興基金条例の制定についてと、２つ目には白老町３中学校の統合について、教育

委員会から説明をしたいという申し出がございまして協議会を開催する運びとなりました。 

 それでは、１つ目の白老町育英奨学基金条例の廃止及び白老町教育振興基金条例の制定について、

教育長から冒頭お話があります。白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） きょう総務文教常任委員会協議会ということで議会前の大変お忙しい中

時間を割いていただきまして本当にありがとうございます。 

 ただいま委員長のご説明にもありましたけども、きょうは大きく分けて２つの案件について説明

をさせていただきたいというふうに思っております。 

 ご案内のとおり、１件目は育英奨学基金の制度の廃止であります。合わせて教育振興基金を創設

するということで説明をさせていただきたいというふうに思います。 

 ２件目は、中学校の統合についてであります。本件につきましては、19 年以降地域説明会、それ

から保護者の説明会を得た中でいろいろ議会のほうにもご心配をかけて協議をさせていただいてお

りました。統合に向けて大筋住民会、検討会議の中でも大筋統合については合意は得ている部分が

あるのですが地域、あるいは保護者との理解を得て進むべきというような回答をいただいた中で３

中学校にかかわる準備委員会を設置いたしました。こういう経過を含めて後でご説明申し上げたい

と思いますけども、この準備委員会から統合に向けての報告というようなことを受けまして教育委

員会としてその統合に向けての方針を出しましたので、きょうは説明をさせていただきたいという

ふうに思います。きょう、それに基づいての資料を配布してございますので資料に基づいての説明

はこれから久慈教育部長のほうから説明をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいた

します。 

○委員長（及川 保君） 申しわけございません。本日、本間委員については不幸がございまして

欠席ということでご了承願いたいと思います。 

 それでは内容の説明について、久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） それでは資料の説明に入らせていただきたいと思います。皆さん方に

は１枚ものの両面の資料がいっていると思いますが、その対象に１番、２番、３番、これは関連が

ございますので、これを説明したいと思っております。 

 まず、白老町の育英奨学条例の廃止についてでございますけども、これは昭和 37 年に条例を制定

してございます。それでこの廃止理由でございますけども、これに書いてありますように育英奨学

条例がございましてこの条例に基づきまして学資支弁が困難な、おおむね非課税世帯でございます

けれども、そういう困難と認められる高等学校の生徒に対して奨学金を給付していたということで
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ございますが、ご存知のとおり国が平成 22 年度より公立高校の授業料を無償化するということと、

それから私立高校生につきましては就学支援制度を創設されるというようなことを受けまして、こ

の条例を廃止をしたいと、こういうことでございます。参考までにゴシックで書いてありますが、

白老町育英奨学条例による給付額、奨学金と、これまでの給付状況でございますが現行の給付であ

りますと高等専門学校（前期３年）でございますが月額 7,000 円以内を給付してございます。それ

から高等学校（全日制）、これにつきましても同額の 7,000 円以内を給付してございます。それから

定時制につきましては月額 5,000 円以内を給付していると、こういうことでございます。それで参

考まででございますが昭和 45 年まではこの金額が 1,500 円、全日制も 1,500 円、それから定時制が

1,000 円以内というような金額になってございます。それから昭和 46 年以降、これはちょっと金額

が上がりまして、2,000 円、1,500 円以内と、こういうふうになっております。それから昭和 55 年

以降、これもちょっと金額が変わりまして 3,000 円、3,000 円、2,000 円以内と、こういうようなこ

とになっております。それで 7,000 円というのは、平成４年以降 7,000 円という金額で支給をして

いるという状況でございます。それで昭和 37 年から平成 21 年までの 48 年間でございますが、これ

までの給付人数でございますが、ここに書いてありますように累計で 1,070 人に対して支給をして

いるということでございます。平均で 22 人ぐらいになるかと思います。それから総額の給付額が

4,257万 6,130円というふうな金額になります。ちなみに21年度の実績でございますが予算額が108

万円ありまして、14 人に給付してございます。条例では 7,000 円以内ということになっております

ので、月額 6,000 円をことしは給付しているという状況でございます。網書きの部分でございます

けども高等学校の無償化についてということで若干説明をしたいと思います。まず、この主旨でご

ざいますけども家庭環境にかかわるすべての高校生が安心して勉学に打ち込めると、こういうよう

なことで無償化の措置をとったというようなことが大きな主旨でございます。公立高校につきまし

ては保護者の所得制限がなく全額授業料が無償化されるということでございます。月額 9,900 円、

年額にして 11 万 8,800 円が無償化されるという状況でございます。それから私立高校につきまして

は「高等学校等就学支援金」という名目で保護者の所得に応じて下記の金額を助成して軽減負担を

図るということでございます。助成額としては年収 250 万円未満（住民税非課税世帯含む）、この世

帯につきましては、年額 23 万 7,600 万円を助成します。月額にして１万 9,800 円になります。それ

から年収 250 万円以上 350 万円未満につきましては、年額 17 万 8,200 円を助成します。月額１万

4,850 円になります。それから年収 350 万円以上程度となっておりまして、まだ大体 400 万円ぐら

いになるのではないかといわれておりますが、この世帯につきましては年額 11 万 8,800 円とい

うことで公立高校と同じように月額 9,900 円を支給するというようなことでございます。そういう

ようなことでこの度白老町の育英奨学条例を廃止したいと、こういうことでございます。これがま

ず１点目でございます。 

 次、裏のページでございますが白老町の育英奨学基金条例の廃止でございます。これは何が関係

あるかといいますと、実はこの条例は昭和 36 年でございますが、当時大昭和製紙の先代の社長であ

りました故斉藤知一郎さんの遺言として斉藤社長所有の大昭和株 10 万株、当時の額面として 500

万円です。これを白老町の教育振興を図る資金として寄付されたものでございます。それを受けて
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昭和 43 年に白老町育英奨学基金条例を制定して、その基金条例の制定前は基金の特別会計で処理を

していたところでございます。そういうことで 43 年に基金条例を制定をしたということです。これ

を受けて白老町は先ほど説明をした育英奨学条例を制定をして高校生に対する奨学金を、一定額を

給付していたということでございます。この給付財源はこの基金の株の配当金、それから利息等で

この奨学金の一定額を給付していたということでございます。したがいまして、この育英奨学条例

の廃止にともないまして育英奨学基金条例を同様に廃止をしたいというふうに考えてございます。

基金の残額につきましては、後で説明をしますが教育振興を図るための新たな基金制度を設けて運

用を図っていきたいと考えております。これまでの株の配当と利息額の合計でございますが、累計

でございます。株の配当額につきましては 21 年度末で、一応予定でございますが 2,794 万 3,000

円の配当を受けてございます。それから利息につきましては 908 万 608 円という金額になります。

そういうようなことで基金条例の廃止をしたいというふうに思っております。 

 続きまして３番目の白老町の教育振興条例の制定ということでございますが、この育英基金条例

の残金であります 370 万円ほどの金額が残金として残ってございます。それを故斉藤知一郎さんの

遺言の意志を十分に尊重した対応が必要であろうと、そういう対応が重要であろうという観点から、

引き続き児童生徒の教育振興に必要な費用に充てるという観点から新たに「白老町教育振興基金」

という基金条例を制定をして活用を図っていきたいというようなことでございます。その基金条例

の案につきましては次のページにあるとおり、こういう条例化を図って運用を図っていきたいと考

えているところでございます。以上、簡単でございますけども１番、２番、３番につきまして、廃

止の理由、それから教育振興条例の制定の理由等々について説明を終わりたいと思います。以上で

す。 

○委員長（及川 保君） それではこれは分けて進めたいと思いますので、まずは今久慈教育部長

のほうから育英奨学基金条例を廃止しまして新たに教育振興基金条例を制定したいと、こういう説

明でありました。まずこの件について皆さん何かございましたら意見を伺いたいというふうに思い

ます。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤でございます。大体説明を聞いてわかりましたけども、どうしてこん

なに急ぐのかという思いがするのです。実際に今報道などによれば高校生が金がなくて卒業ができ

ないとか、そういうような途中で退学をしなければならないような状況がある子供の貧困というも

のが後押しして、それを何とかしなければならないということで高校生の教育費無料化という案が

出てきたという経過はわかるのですけども、これはまだきちんと決まってもうこれでいきますとい

うふうにはなっていないですね。これはまだまだ討議をして検討をしていかなくてはいけないとい

う状況にあるはずなのです。実際に高校生が無料化になるということは素晴らしいことだというふ

うに思いますけども、では私学の子供たちは本当にこれで十分な保障になるのかどうなのか、私学

の子供もやはり原則的には無料化の方向でいかなくてはいけないのではないかだとか、それから今

問題になっているのは外国人、朝鮮人学校の子供たちは除外するという問題が今出てきていると。

こういう中でまだまだ煮詰めなくてはならないものがたくさんあるはずです。実際にこれはその条

例が決まったから、では子供たちが全面的に救われるかというと子供の数や何かによってはまだま
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だ子供のいる家庭は困難から脱却することができないという状況というのはたくさんあるはずなの

です。だからそういうことを考えればまだまだこの目的というものが生きる部分があるのではない

か。子供たちを救うためにはもっとこれが生きて働くことだってありうるのではないか。もう国会

で決まりそうだから、即こちらでは子供のそういう支援体制をすぐにやめてしまうというようなこ

とはやはり斉藤さんの意志ではないだろうという気はするのです。次に出てくる条例についてはま

た後で言いますけども、そういうことからいうとどうしてこんなに急がなくてはならないのか、そ

の原因をまず聞きたいのです。 

○委員長（及川 保君） 久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 確かにまだ法律は通ってございません。ただ、新聞紙上等々の情報に

よりますと３月２日には国会が衆議院を通過するだろうというような情報を聞いてございます。確

かに今斎藤委員が言ったように正式に国会は通ってございませんが、そういうような情勢の中で

我々はある程度進めなければだめかというふうに考えて、こういうような措置を取ったわけでござ

います。それで私立高校の話もちょっとされましたけども、この制度はここに書いてありますよう

に学資支弁が困難な世帯に対して今まで 7,000 円以内を給付をしていたというような状況なのです。

それで今回もやはり国のほうの私学に対する助成制度、これにつきましても学資支弁が困難な世帯

については非常に手厚く措置をしているというふうに思われます。250 万円以下の世帯ではうちの

7,000 円から比べると約 2.8 倍ぐらいの率になります。それから 250 万円以上 350 万円未満は２倍

ぐらいになるというようなことで、そういうことで我々が今やっていたよりもさらに手厚い支援制

度かというふうな考え方をもってございます。それともう１つは今回道のほうも私学の高校生に対

して助成制度がちょっと新たに制度を拡充されまして、こういうふうに 350 万円以下の世帯に対し

てはさらに国の上乗せよりもさらに１万円を給付するという措置も講じられています。これは従来

からあったのですけどもちょっと金額を変えて一律１万円にするというような措置も講じられよう

としてございます。そういうことで道からちょっと情報を得ますと私学の平均の授業料が約３万円

ぐらいだというお話なのです。それでこの国のほうの制度と、それから道のほうの制度と合わせま

すと約 350 万円未満の世帯は大体月額 5,000 円ぐらい、ゼロから 5,000 円ぐらいの、最大マックス

5,000 円ぐらいの程度の自己負担になるのではないかというようなことで非常に私学の低所得者に

対してはやはり手厚く保護されたというようなことになっているということなのです。そういうよ

うなことから総体的に白老町としても今までやっていた学資の支援についてはいいだろうというよ

うなことで、国の制度で十分賄うことができるだろうというような判断で今回条例の廃止をしたと

いうことでございます。ただ、冒頭ちょっと言いましたように国会では今３月２日には通過される

だろうという見通しでございますが、多分今そういうような国会の状況になっていますので多分制

度化されるのではないかと考えております。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） また別な観点から聞きますけども、この奨学金制度をやめて新しく振興基

金にするのだというふうにしたいという、こういうご意見なのですけども、ずっと見ていまして奨

学金というのは使用目的というのははっきり具体的にわかるのだけれども教育基金ということにな
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ると、これは一体何なのか。教育振興の具体的な意味、どういうことなのかと読んでいてもわから

ないのです。あいまいとしていて。そしてずっと読んでいくと第６条になれば、これは積み立ての

基金として繰りかえて運用できるというような目的になっているわけです。そうするとこれは積み

立てておいて何にでも使えるようなふうに読み取れるわけですけど、やはりこういう大事な基金と

いうものはこれから先々も困った人たちにどうこれを活用するかというところで考えていかなけれ

ばならないのではないかというふうに思うのです。そうすると一般的な基金という形になってしま

えば、これはちょっと目的が違うのではないかという気がするのですけども、教育振興という具体

的な意味は何なのかということをまずお聞きしたい。 

○委員長（及川 保君） 久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 基金条例の第２条にありますように、この教育振興基金につきまして

は斉藤育英資金を充てるというようなことで、先ほど説明したように 370 万円ほどを基金として充

てていきたいと考えております。それでこれまで、先ほどお話しましたように株の配当金、これが

年間約 100 万円ぐらいあるのです。それを活用して奨学金を給付していたのです。そういうことで

給付を 100 万円ほど毎年給付をしていたところでございますけれども、今斎藤委員が言ったように

教育振興基金ということで漠然としているのではないかというようなことでお話でございますけど

も、確かに漠然としてございます。ただ、斉藤知一郎さんがやはりきちんと子供たちの教育振興の

ために活用してくださいという意志をこれからもきちんと汲んで、この残金の金額が減らないよう

に永遠にきちんと残って、そして広く子供、児童生徒のために活用していくような事業を十分検討

しながら活用していくというふうにしていきたいと、こう考えております。ですから、こういう事

業をするのにお金がないからこれを使おうとかではなくて、短絡的な話ではなくて、やはり十分斉

藤知一郎さんがそういう意志を十分酌んだ中で教育振興としてあるべき姿といいますか、そういう

ことを十分酌んで事業化していきたいと。それであくまでもなくすのではなくて永遠にこういう基

金は残していくような形でいきたいと、このように考えております。今はそういうことしか言えま

せんのでご理解していただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） 今斎藤委員から数点ご質問がありましたけど、まず１つはいわゆる 36

年に斉藤さんのほうから寄附をいただいたその意志は町が育英資金という形で活用しておりますけ

ども具体的にそういうことの目的云々ではなくて、いわゆる広く教育資金として活用願いたいとい

うような申し出の中で育英資金制度をつくって町としては活用していたという経緯の中で、今回先

ほどの説明のとおりいわゆる授業料等々の、今回は高等学校授業料無償化というようなことで、今

までやっていた育英資金も授業料相当額、それに補てんをするような形できていましたので、それ

については１つの目的は同じ目的なのかというようなことが１つです。それと今回の基金はいわゆ

る今ご存知のとおり教育関係の基金としては施設整備基金があります。それと体育振興基金だとか

文化振興基金という形で教育関係の基金がありますけども、いわゆる今回つくろうとする教育振興

基金という基金がないのです。それで漠としているというようなご指摘もありますけども、今まで

の既存の事業、あるいは新規の子供たちにかかわる教育振興の事業、これについて充てていきたい
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というふうに思っています。今の現時点で絞って、こういうことの目的でと絞った形では押さえて

はおりませんけども新たな事業、それから既存の事業を含めて子供たちに広く教育振興になる事業

に充てていきたいというふうに思っています。それと先ほど繰りかえ運用の第６条云々のお話があ

りましたけども、これは他の基金条例も同様なのですが他の目的のほうに使うということではなく

て、この部分については基金条例の中では他の基金条例もこういうような条例のつくり方といいま

すか、他の条例についても同様なことで、そのものを必要があったときにそういうようなことがで

きるというような規定でございますのでむやみにこれを活用して云々ということでは決してござい

ませんので、そこら辺は理解していただきたいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員に確認しておきます。本日のこの協議会のこの説明の内容です

けども、来年度平成 22 年度の議案として提案されますのでこのあたりも踏まえて総務文教常任委員

としてのしっかりとした質疑を行っていただきたいと、こういうふうに思います。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） ということは必要な意見は一般質問でやりなさいということですか。 

○委員長（及川 保君） 議案はいいのです。議案が提案されますので提案された時点での質疑は

いいのですけども、一般質問としては望まないという。十分細かいところも含めてやって結構です。

ほか、ございませんか。前田委員。 

○委員（前田博之君） これは非常に言葉を選んで話をしなければならないのですけども、今財政

が非常に厳しいです。今この資料を見ると 7,000 円でやると１人の奨学金が年８万 4,000 円になり

ます。これは給付ですね。仮にこの実績を見ると 22 人ぐらいになっていますから、仮に 20 人でや

ると年間 168 万円です。今部長のほうから基金の部分で配当が年 100 万円ぐらいありますという話

です。過去にはもっとあったと思うのですけども利息も少なくなっていますから、そういう部分で

は充当する財源が配当 100 万円ぐらいだと、こうなると今残っている金額が 370 万円です。そうす

ると簡単に計算すると５，６年でなくなるのです。ということは逆に将来一般財源から基金に振り

かえをしなければいけないと思うので、冒頭私が言いましたように非常に今財政が厳しいので逆に

今斎藤委員からもお話がありましたけども、急ぐかどうかというのは別にしてそういう部分もここ

で国がこういうことをやるから、そういう白老町も財政が厳しい部分があるから、そういう部分も

振りかえるだと基金をなくすのだというようなことも含まれているのかどうかということです。財

政が厳しいより、こういうことにもしわ寄せがきているのかと私は思うのです。そういうような願

意はないですか。奨学基金条例も廃止されますね。ということも今言ったように年額８万 4,000 円

の町からの奨学金がないと、それを国のいう制度に振りかえるということですね。振りかえるとい

うか制度があるから奨学金をやめますと。それはわかるのですが、もっと根本には財政が厳しくて

基金が今 370 万円しかないと、いずれこのままいけば４，５年で底をつくのです。そういうことも

願意にありますかということです。ということは町民にかなりそういう影響が出てくるかもしれま

せん。 

○委員長（及川 保君） 白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） どうしてそういう発想になるのかという思いで答えます。あえて言いま

す。前田委員さんもこの制度は十分ご承知だと思います。300 何万がいわゆるあと数年でなくなる
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という発言がありましたけども、ご存知のとおり先ほど久慈教育部長も若干説明を入れていますけ

ども、利息等の配当利息を含めてその益金で当該年度運用しているのです。だから 100 何万という

のはその益金の範囲で今まで奨学金を支給していたと。奨学生の募集をかけて応募がくるのですけ

どもいわゆる 7,000 円の範囲以内ということで極力当該者が当たるように金額を一時は 6,000 円に

落としたり、6,500 円に落としたり、なるべく多くの人に当たるようにということで調整はしてい

ますけども、それの総額はあくまでも益金の範囲以内ということで原資には手をつけないというよ

うなことできていますので、先ほどの説明も今後も原資に手をつけないで益金の範囲の中で広く育

英資金ということに限らず子供たちの教育振興に充てていきたいという意図で今回提案させていた

だくというようなことで、決してご指摘のご質問にあった願意はまるっきり考えてはございません。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 私はあえて言わせてもらうと、先ほど斎藤委員の質問の部分が今こういう

白崎教育長の説明があった中で議論する必要があるかというつもりで、あえて財源的なことも言わ

させていただきました。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） ちょっと確認を。聞いて答えられることかどうかわからないのですけども、

国の制度として高等学校の無償化ということで、私立の場合は所得に応じてということなのですが、

今出されている高等学校無償化についての制度について町として十分だとお考えかどうか。不十分

なことはないのか。不平等感がないのか。その辺、この主旨はすべての高校生が安心して勉学に打

ち込める社会をつくると。私立へ入った人はもちろん当然、あなたは私立を選んだのだからお金を

払いなさい負担しなさいという意味も含めているのではないかと思うのですが、この制度自体で本

当に同じようにみんなが安心して受けられる状態が本当にでき上がってくるのかどうなのか。やは

りこういう点が足りないからやはりこれは道でも、もちろん道で１万円を出すというのはそういう

ことだと思うのですけども、そういったことを含めてそういったことを町でカバーする必要がない

のかどうなのかというのが１点と、それからもう１点は白老町もこういうふうに育英資金の、これ

は本当に現時点で所得がほとんどが非課税世帯の方たちが該当するような金額というか、支給され

るということだと思うのですが、これは国もいろんな奨学金制度がありますね。こういったものも

一斉に廃止されるのか、その辺の情報は聞いていますか。私はちょっと気になっているのです。奨

学金というのは授業料だけではなくてほかの副教材に賄うために、交通費ももちろん含めてなので

すけど、そういったことも含めて使っている人がいるのです。そういった意味では、町の金額が本

当に非課税世帯なのでまだちょっと問題が違うとは思うのですけど、国でやっているものだとか道

でやっているものの奨学金制度も廃止されるというような方向性になっていくのか。その辺わかっ

ている範囲以内で教えていただきたいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） 自分のほうはテレビ、新聞というマスコミの報道されている範囲以内で

しか実際のところは押さえてはいません。国の論議の中にもいわゆるこういう高等学校の授業料の

無償化、あるいはもう１つは自分達とは別ですけど子ども手当の支給、そういうようなことで反対
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に今までやっていた制度が縮小されるだとか削減されるだとか、そういうことが危惧されないのか

というようなことは今回の国会の議論の中にもご質問もあったやに聞いております。私どももすべ

てこの授業料の無償化で家庭の経済がすべて賄えるというふうには思っていませんし、通学費があ

ったり、それからＰＴＡ会費があったり、その他授業料以外にかかるものがあるというようなこと

は自分たちも押さえていますけども、そういうことの中で先ほどの説明のとおり都道府県の範疇の

中で自分たちのほうは通知をいただいたのは道のほうで奨学制度を、いわゆる所得の階層を国の階

層に合わせたり、それから一律１万円を上乗せするだとか、そういうような形で市町村レベルでは

なくて国、あるいは都道府県レベルでそういうものを検討するというようなことも聞いております

ので、実際に道のほうから通知がきましたので、そこら辺のもう少し補てんできる部分については

都道府県レベルで検討していただければというふうに思います。私ども、何度も言いますけども、

こういうような授業料の無償化ということの奨学金制度については言ってみれば、その部分につい

ては目的がダブるというようなことがありますので、逆に白老としてはこの部分を違う形で広く子

供たちに使えるような財源措置をしたいというような、逆に言うとそちらのほうの発想のほうが強

くて、先ほど言われました町がそちらの部分までもカバーするということではなくて、それについ

ては国、あるいは都道府県レベルでやっていただければというふうに、国会の答弁を聞いていても

まだ明確な答弁ではないですけども検討の余地はあるというようなことで言っていますので、それ

についてはそういう形でやっていただければというふうに、まだ正確には押さえてはいませんけど

も、そういうような形で押さえております。 

○委員長（及川 保君） 久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 国の奨学金制度については確かな情報は今つかんではいませんので、

後できちんと調べてご報告したいと思いますけど、こういう制度は廃止するということは今現在は

道教委からはそういう通知は入ってきておりませんが調べて後で連絡したいと思います。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。前田委員。 

○委員（前田博之君） 前回のはそういう形の中でどういう形で使っているのか理解されたと思い

ます。斉藤委員も今話された、急いでこれをやらなければいけないという議論があると思いますけ

ど、過去にもいろいろこういう案件が委員会協議会にきて、いろいろこちらから意見を言われて直

って成案になってできた面もあるかもわからないし、こちらが言いっぱなしだというような部分が

あるけど、これは正直もう少しきょう委員会協議会にかかったのだけど所管事務調査でもう少し

我々も勉強して委員会の中で協議をしてお互いにある程度一致でというか、こういう教育のために

こういうふうに使ったらいいのではないか、こうしたらいいのではないか、もうちょっと継続した

ほがいいのではないか、そういう議論をしてそういう接点を求める時間というか、あるいはそうい

う姿勢にあるのかどうかちょっと伺いたいのです。期間も含めて、今急に上がってきて３月に上げ

るというのはもう日にちがないのです。では何かこう悪いのですが、形の中で委員会協議会を開い

て報告だけきましたというような話も条例の中でも質疑はできますけど、それは提案されたのでか

けた以上は下げますからという話には多分ならないと思うから、そういう時間的な猶予があってい

いのではないかと思うのです。それももっと早めに出させてもらって委員会としてこういうような
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のはこうしてほしいとか、もう少し道とか国はこうやっているけど町としてももう少しこういう部

分で奨学金で別な形で上乗せしたほうがいいのではないかとか、そういうやはりもっと委員の意見

を聞いてすり合わせして、いい政策をつくっていくというような部分が、やはり町全体だけで教育

長云々だけではなくて、これは教育委員会の問題だから聞くけど、そういう部分が今あります。ど

うしてもここで委員会協議会で協議をして、もうあと進みますという話になってしまうのかどうか。

これはほかのものもそうですが、今まで私はいるのですが、議員さん方もいるのですが、結構そう

いう例というのは多いのです。だからその辺今回初めてではないけども、この件に対してはどうで

すか。 

○委員長（及川 保君） 白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） どういうタイミングで協議をするか、あるいは議案を出すかという、そ

のタイミングの問題になろうかと、今までもいろんな協議をする中ではあったのかと思います。本

件につきましては、いわゆる現政府のマニュフェストの取り扱いということでその取り扱いを今当

然協議をされて、あす衆議院というようなお話もありますけども、それは今までの取り扱い、国の

ほうの取り扱いを見た中で高等学校の授業料はそういう形の方向性で進むだろうというような押さ

え方は当然、具体的に言ったのは 11 月、12 月ぐらいから。自分達のほうもこの奨学金が、授業料

が無償化になればひょっとして自分たちがやっている奨学金が、いわゆるその部分については無償

化されると、そうしたらもう少しこの育英基金を有効に活用できないかというようなことでは 12

月、１月を含めてやってきました。ただ、国のほうの動きもまだまだ見えないところだったもので

すから自分たちの内部のほうもどういうような形でというような形では考えてきましたけども予算

計上、あるいは予算査定、内部のですけども、そういうようなことをやっていく中である程度国の

ほうの動き、それから新年度予算に向けて国も当然上程していくというような動きが見えたもので

すから、この部分については考え方としては自分たちとしては前段で説明したとおり、この部分に

ついて有効に活用するということにつきましては、考え方については特に異論はないところだろう

というふうには思っていました。ただ、今後先ほどのご質問も十分ありましたけども、この有効活

用を今後どうしていくかというようなことについては、今後自分たちも含めて広く考え方を聞いた

中でやっていきたいというふうには思っておりますけども、こういう目的のためにこういうのを使

いますということではないということで、まだ新しい事業、あるいは既存の事業を含めて検討する

というようなことを考えていますけども、今回につきましては新年度予算の組み立ての中で、いわ

ゆるこの部分の財源も見込んだ中で予算組みはしているのです。それは子供たちのためにというこ

とでの教育財源というので、教育予算の財源ということでやっているものですけども、そういう中

では今前田委員が言われる部分のこういうこと、これはまだ続けたほうがいいのではないか、こう

いうふうに続けたほうがいいのではないかという協議になると、ちょっと申しわけないのですけど

も、そこまでの自分たちの新年度に向けての事務作業の中で議会が始まる直前で方法論を十分協議

するというのはちょっと時間が、そこら辺でいえばこれから取れる状況ではないのかというふうに

思っております。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 



 11

○委員（前田博之君） 振興基金のほうで広く使えるというけど、この基金として逆に制度上で、

１つの例です。私が思っていたのは、逆に白老の子供たちが白老以外も私立高校にたくさん行って

いますね。そうなると授業料は免除になるけども、白老から行っている子供たちの仮に通学費だと

か、あるいは過去には教育長も知っていると思うけども、中学校はそういう制度はあるけども高校

行ってどうしても修学旅行へ行けないと、私立高校も含めてそういう人がたの分に、全部ではない

けど育英奨学金を充てるとかそういう、こういう親が非常に経済的に厳しい中で、そういうことも

いろいろ議論されるのかと思うのです。もし先に提案されていたら。それが全くなくて、今言った

形の中で新年度予算迫っているからこうだという話になったときに、ちょっと話がずれるかもしれ

ませんが、では議会、委員の仕事は何なのだということも含めて言っているのです。だからやはり

もともといい案が出る可能性もあったのではなかったのかと思うのですけども、その辺はどうです

か。 

○委員長（及川 保君） 白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） 今のは、ちょっと一般論でのお答えになってしまうのですけど、いわゆ

る行政の部分で政策的なことを考えるときに、前段で議員の協議会、委員会を含めてどこまで協議

をしていくかというのが非常に今の今回の問題だけではなくて政策を展開する上でどこまでの協議

になるのかというのは非常に難しいところかと思います。行政の責任として、こういうものをこう

いう形で使いたいというような発想の中でその前段としていろいろ協議をしていくというのは必要

でしょうし、自分たちの考える範疇の中で有効に活用させてもらいたいということですぐ提案をさ

せてもらうというのもあろうかと思いますけども、非常にそこら辺の線引き、今前田委員が言われ

た部分をすべてがすべて委員の言われる部分としてとらえられる問題と、それから教育行政、ある

いは一般的な行政の中で進める問題と、それはいろいろあるのかというふうには思いますけども自

分たちのほうもここは協議が必要だというような判断の案件はこれからも常任委員会、あるいは委

員会協議会の中で協議はさせてもらうというような姿勢は持っていますけども、案件、案件によっ

て、ケース・バイ・ケースによってはどうなのかというふうには思います。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） どんなふうにお聞きしたらいいかわからないのですけど、高校の無償化と

いうのは困難な家庭を救済するという立場からいえばいろんな矛盾も出てこないのかと思うのです

けど、まず困難な家庭というのは今かなり層が厚くなってきている。そんな中で子供の数や何かに

よって、何人学校に通っているかとかになるとやはりその１軒１軒によってその状況というのは違

うだろうという気がするのです。ではこれを無償化すればその家庭が救われるかというと、ではそ

の前にどうして義務教育のほうの義務制のほうが完全な無償にならないのだろうか。そういうもの

も重なってくるのだろうという気がするのです。実際にはそういう各家庭での子供の数による状況

から必要な家庭があればこの奨学金を申し込んで助けてもらえばそれでいいわけだし、実際にこの

減少を減らさないという観点からいえば借りたものは後で返しながらやっていくということで減少

をそのまま置いておくということができるのだけど。ではそうするとこれを振興基金のほうにまわ

したときに、高校生は無償化になったから助かったけども、義務制のほうは義務制のほうにこの振
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興基金として使う道を開いたのかどうなのか、そういうことをあるのかどうなのか。義務制のほう

も含めて幅広くこの基金として使おうというふうな考えでこういうふうになったのかどうなのか。

その点を聞いておきたいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 先ほど私も説明いたしましたけども、困難な家庭というのはおおむね

今までの支援制度につきましては、ある程度 350 万円以下程度の世帯に対して給付をしていたとい

うことなのです。この度国のほうの私学の助成につきましても、公立高校は全額無償でございます

けども私学については 350 万円以下の家庭につきましては、道の補助制度と含めておおむね授業料

については無償化に近い金額が措置されたということなのです。そういうようなことからいって白

老町の今までやっていた給付金につきましてはある程度の役目は果たしたかというようなことでこ

の条例を廃止をしたいと、こういうことなのです。そういうことでご理解をしていただきたい。で

すから先ほど私もちょっと説明をいたしましたように、私立高校の授業料というのは月額約３万円

ぐらいになるそうです。それでこの国の制度でいくと大体350万円超えるぐらいの世帯は大体5,000

円ぐらいの負担で済むと。あとはその以下のほうの世帯についてはほとんど持ち出しがないという

ようなことで、そういうようなことで制度化されたということですので、うちのほうのそういう今

までやっていた支援制度についてはこれで廃止をしたいと、こういうようなことですので、その点

についてご理解をしていただきたいと思います。それともう１つは、新たにできた基金条例につき

ましては義務教育の基金として活用されていくのかということですが、先ほど来からいうように児

童生徒の教育振興という観点から幅広い形の中で事業化に充てていきたいと考えておりますので、

今義務教育化に特化した基金ではなくてもうちょっと幅広く検討はしていきたいと考えております。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 今、久慈教育部長のほうからもお話がございましたけども、斎藤委員

のほうからご質問がありました義務教育の関係で申し上げますと、そういった生活困窮世帯につい

てはご存知のとおり就学援助のいわゆる生活保護の準要保護の制度もございます。ですからそうい

ったことの活用は当然引き続き図っていこうというふうには考えてございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） やはりわからないのは、この基金を減少をなくさないようにしていくため

に運用すると。今あちこちにお金をかけたいことはたくさんあって 370 万円、380 万円の元手では

すぐなくなってしまうだろうという気がするのです。これをなくさないようにするこの振興基金と

いうのは具体的にどのようなことが考えられるのですか。この減少をなくさないで 100 万円ぐらい

の収入の中で運用するということですね。 

○委員長（及川 保君） 久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 先ほど来から説明をしたように株の配当が年２回あるのです。６月と

12 月ぐらい。合わせて 100 万円ちょっとぐらいの株の配当がある、それを基金のほうに充てて、そ

してそれを取り崩しをして、今までは育英奨学基金を運用していたと。だから 100 万円以内の範囲

以内で7,000円以下の金額を給付していたということなのです。ですから21年度は6,000円でした。 
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○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） これは先ほどから出ていますように私もこの基金にするということは、こ

れを使いたいということではなくて、この斉藤さんという方の意志、遺言としていただいたものを

今後、私はやはり高等学校が無償化になったということでは大変皆さん助かることだし、その入っ

てくる金額を見ると先ほどから私も心配していたことなのですが、今まで私立であれば３万円出し

ていたものを非課税世帯では１万 9,800 円月々入ってくるわけだから、その分は収入として子ども

手当に対して入ってくるというふうに単純に考えていいのだろうか。だから今までもしかしたら

6,500 円の授業料の分が足りなくていただいていた人がそれの３倍ぐらいのものが入ってくるから

ある程度それは賄えるだろうということで、この今ある基金を今度は反対に有効的に使っていきた

いということだと思うのです。ですから先ほど前田委員が言ったように使い道に対して議会の意見

などは必要だろうということなのですけど、私はそういうことでは奨学金制度の役割はもう白老町

ではなくなっていいのだろうということで廃止すると、廃止した分お金が浮くので何らかの形でお

かなくてはならないということで使い道はまだ明確ではないから基金にするということなのですね。

だから私は今いろんな話聞いていて考えたのですが義務教育は生活苦で急にお父さんが仕事がなく

なったなどという場合には授業料保護の制度があります。だけど高校はそれがないのです。だから

今後委員会等でもいろんな議論をして、今後それを義務教育ではない高校教育の中で、先ほど前田

委員がおっしゃったようにいろんな面で、修学旅行は行かなくても行ってもいいのですが、ほかの

その別の教材費等でどうしてもやりくりができなくなったとか、そういったことに今後充てていく

べきだと、そういったものが出てきたときには一応基金には積んでいるけれどもまたその中からそ

ういったものにつけていくことができるというふうにとらえて、その使い道はそういうふうに考え

られるということでとらえていいのですね。一たん、これは廃止するためには条例をつくらなくて

はならないというふうにとらえていいのですね。 

○委員長（及川 保君） 白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） 先ほどの前田委員の質問にちょっと重複する部分があるのですけども、

今吉田委員さんが言われた部分での基本的な考え方はそのとおりです。今回、時間がどうのこうの

というお話が先ほどありましたけども、この部分の奨学金の財源を元に新年度予算の中でも財源の

割り当てをしております。教育振興という名目の中でやっています。ただ、例えば育英奨学基金の

ようにこの部分だという明確な部分ではなくて、今後新たな事業、あるいは既存事業の中で検討し

ていく、その余地はあると。自分のほうは今、漠としていますのでここで決まる話ではないですけ

ども、例えば学力向上対策のために使うだとか、それから今補助事業でやっている部分でその補助

がなくなったときに子供たちの町費としての対応を考えるときにそれを充てるだとか、それから学

力もそうですけど体力向上だとか、そういう面で考えられる事業としてはそういうことがあってる

のかというふうには思っていますので、今のお話のとおりそういう例えばまだまだプラスアルファ

の部分で高校生の支援が必要だとか、そういうことがあれば十分今後、例えば教育振興といっても

こういうことでというようなことは協議する余地は当然あります。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 
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○教育課長（本間勝治君） それとちょっと具体的に、これはまだこれも先ほど久慈教育部長のほ

うからご説明しておりますけども確定ではございませんけども、授業料以外にもいわゆる学用品だ

とか教科外活動費だとか、そういったようなことでの各都道府県による対応型奨学金というような

ものも新たに新設されるというようなことも情報としては当初入っております。ただ、それが決定

されるかどうかというのはまだあれなのですが、ですから授業料以外にもそういうことも想定され

ます。ということをつけ加えさせていただきます。 

○委員長（及川 保君） 久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 私の情報としてちょっと出ているところがございまして、今吉田委員

からお話がありましたように、例えば保護者の失業的な経済的な理由で生徒の就学が困難だといっ

た場合についての措置ですが、道として道立高校に限るのですけどもそういう災害だとか保護者の

失職、そういう人たちに対しては授業料の給付が困難となった場合については授業料の免除申請が

できるというようなことにもうなってございます。ですから道立高校に限った話ですが、お父さん

が失業したと今の経済状況の中で、そういうことで授業料が払えないということになればそういう

ようなことの免除申請もできるというようなことになってございます。 

○委員長（及川 保君） 土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 先ほどの久慈教育部長の説明の中に今回のこの大昭和株 10 万株ですね。

これの年間の配当が 100 万円ぐらいあるとお話をされていたのですけども、今実際にその大昭和株

というのは生きているのか、それと今のこの経済状況の中で株価がどんどん下がっていく、そうい

う中でこの 100 万円という配当は確かなものなのかどうか、先行きのことも含めてお尋ねします。 

○委員長（及川 保君） 久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 今は大昭和株ではなくて日本製紙株になってございまして、先ほども

ちょっとお話しました年２回配当が 21 年度ございました。６月と 12 月、それぞれ 50 数万ずつあり

まして 100 万円ちょっとの配当がございます。それを運用しているということ。それと余談ですけ

ども利息とございましたけども、これは今基金を特別会計のほうに貸付して一時で貸付をして、そ

れを利息で得ているというようなこともございまして、そういうようなことで運用を図って合わせ

てそういう基金を運用しているというような状況でございます。 

○委員長（及川 保君） ２点ありましたけども、大昭和株は今現在は日本製紙株だということで

す。ほか、ございませんか。白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） 次の案件にいく前に最後ですけども、たまたまご質問がなかったのであ

れなのですけども、いわゆる寄付者に対してのこちらの対応なのですが先月資料のとおり先代社長

斉藤知一郎さんですけども、今お孫さんにあたります斉藤公紀さんのほうに大変失礼ですけどもと

いうことでお電話でこの考え方を説明させていただきました。当初のお考えのとおり子供たちにか

かわる教育振興資金というようなことで使っていただけるのであれば本当にありがたい話だという

ようなことでご了解といいますか、そういう考え方についてはわかりましたというようなことも承

諾を得ていますので、それは追加させていただきます。 

○委員長（及川 保君） わかりました。 
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 それでは、暫時、休憩をいたします。 

休  憩  午後 ２時３４分 

                                           

再  開  午後 ２時４６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。 

 ２つ目の白老町三中学校の統合について、久慈教育部長のほうから説明を願いたいと思います。

久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 資料の４番でございます。３中学校、萩野・竹浦・虎杖の統合につい

てということでございますが、３中学校の統合につきましては、ここに書いてありますように平成

22 年１月 22 日でございますが白老町の３中学校統合準備委員会におきまして報告書が提出されま

した。これを受けて町および教育委員会として提出された報告内容を尊重して統合場所につきまし

ては、現萩野中学校とすると。そして統合時期につきましては、平成 25 年４月１日にするというこ

とで決定をしてございます。それで下のほうに書いてありますが、今後につきましては統合の準備

等々、それから廃校の対応について精力的に取り組んでいきたいと考えているところでございます。

それで、皆さん方に別表としてついているのが報告書の内容でございます。かいつまんで説明をし

ていきたいと思っております。３中学校統合の準備委員会につきましては、平成 21 年７月 28 日に

設立されてございまして、これは１月 22 日にいろいろ議論をして報告されたということでございま

す。その中で７月 28 日でございますが、教育長から基本的な方針を示しました。これは網の中に書

いてあるところでございます。１つは萩野中学校・竹浦中学校・虎杖中学校の３校の統合において

は今後は生徒数が減少していくという中で、より集団性の高い教育活動を保障すべき教育環境をつ

くるべきだということがございます。そういった中でさまざまな体験を積ませて将来を生きる人格

形成を図るということが非常に重要であるというようなことでございます。そういった中で３中学

校の具現化に向けた方向性を３点にしぼって申し上げたということで、この点について十分な審議

をお願いしたいというようなことを７月 28 日の日に委員会のほうに申し述べたところでございま

す。１つは、３中学校を統合するということ。それから２つ目につきましては、統合時期につきま

しては新学習指導要領の全面実施、これが中学校では平成 24 年から全面実施されるわけでございま

す。その全面実施をスムーズに移行するという観点から１年前の平成 23 年４月１日にしたいという

ことでございます。それから統合場所につきましては、現萩野中学校としたいと。そういう３点に

ついて基本的な方針を示したところでございます。これを踏まえて、この検討委員会でいろいろ検

討をして検討結果がこのたび１月 22 日に提出されたということでございます。それで次の報告書の

内容について若干説明いたしますが、５点ほどこの報告書の内容として報告されてございます。１

つは、３中学校の統合場所および統合時期につきましては、３中学校は統合すると。統合時期につ

きましては平成 25 年４月１日にしたいということでございます。そういった中でここの細かく書い

ていることは、なぜそうなるのだという１つの理由的なことを書いてございます。中ほどに書いて

ありますが、こういう決定に至るまでは非常に活発な議論が交わされたわけでございますが、そう

いった中で１年でも早く統合を実施すべきだという意見も、実のところございました。ところが統
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合に対する保護者だとか、子供の心的、物理的な不安感を払拭するためには今後十分な交流だとか

対応が必要だという認識に立ったわけでございます。その必要期間としてやはり３年間は必要だと

いうようなことが、そういう意思統一されまして平成 25 年４月１日をもって統合するという結果に

至ったわけでございます。それから２番目の統合場所につきましては、白老町立萩野中学校とする

ということでございます。この萩野中学校につきましては校舎、屋外、グラウンドすべてに関して

３中学校を統合しても十分使用できる現有面積を有しているということが１番でございます。一方、

他の２校につきましてはいろいろ施設面積が不十分だとか、それから耐震化工事等々に費用がかか

るだとか、そういうようなことで現萩野中学校に統合すべきだというような結論に至ったわけでご

ざいます。それから３番目、課題の検討結果ということでございますが、これはこの検討委員会を

設立する前に保護者等の説明会が行われまして、約 13 項目の課題についてこの検討委員会でいろい

ろ検討していこうということをやったわけでございます。その中で教育部会だとか、ＰＴＡ部会だ

とか、２つの部会をつくって検討してきたところでございます。その検討結果につきましては、後

のほうについているとおりでございまして、そういうようなことで検討したものを添付してござい

ます。それから４つ目でございますが、統合中学校の基本構想づくりということでございます。こ

れは新たに新中学校の教育専門部会を新たに設置してどういう学校にしたほうがいいかという基本

的な構想づくりを校長先生だとか教頭だとか、それから教員を中心としたそういう専門部会をつく

って、新たな基本中学校像をつくり上げていくというようなことを提案として上げてございます。

それから５つ目でございますが、これが３中学校の統合に関して１番やはり強調したところでござ

いますが、統合への不安を解消するという観点から交流が必要だということが地域のＰＴＡのほう

から強く申し出がございました。そういうことから交流学習、それからＰＴＡの交流を積極的に進

めるというようなことで報告書として上げているところでございます。以上、５つの点について報

告書として提案をしたところでございます。それで先ほども説明したように準備の検討委員会で 13

項目の課題等について、例えばスクールバスだとか規制だとか、これをどうするべきかということ

はそれぞれ検討して、検討結果については次のように検討されたところでございまして、これから

これを基にこの準備委員会の中でどうしたらいいかと。学期制については３学期制にするというこ

とでございますが、こういう方向でそのメリットだとかデメリットなども検討して決定をしていく

だとか、スクールバスにつきましてもどういう運行方法をしたほうがいいだとか、この辺について

詳細にわたってこれから検討していくという形になろうかというふうに思っているところでござい

ます。あとは今までの準備委員会の開催経過だとか、それから準備委員の名簿等々が載っていると

思います。最後のほうに、これまでの白老中学校適正配置における経過、この中学校におきまして

は 19 年の２月からいろいろ検討しているところでございまして、そういうような検討結果経緯を別

表としてつけてございます。とりあえず、そういうことで報告書が出て白老町としてもこれを尊重

した形で受けるというふうに一応決定いたしましたので、ご報告をしたいと思っております。以上

でございます。 

○委員長（及川 保君） 久慈教育部長のほうから、萩野・竹浦・虎杖浜、町内３中学校の統合に

ついて、きょうまでの説明がございました。これから決めなければならないことがあろうかと思い
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ますが、おおよそ概要が今示されたということでございます。この際ですから皆さんのほうからご

意見を伺っておきたいと思います。前田委員。 

○委員（前田博之君） 基本的なことを伺いたいと思います。具体的に統合の日まで出て、教育委

員会の担当者、大変ご苦労さまでしたと思います。これからもまた大変だと思いますけども具体的

なことについて、これ以上頑張っていただきたいと思っていますので、よくここまでこれたと思っ

ています。それで基本的なことだけお話しておきたいのですけども、ここで３中学校の準備委員会

のＰＴＡ部会とか検討結果、教育活動部会等々がありますけども、私はこれを見るとこれから検討

される項目が非常に多いのですけども、これからの子供たち余り拘束するということをしないでや

はり自主、自立の中で自主的にものを考えて行動できるような方向性をしてほしいのです。具体的

に何かというと１ついうと制服などいろいろ議論があると思いますけど、こう見ると制服は本当に

年何回も着ないのです。そういうものにお金をかけるのではなくて、ジャージがいいとかは別にし

て、もっとそういう部分で、多分制服が乱れたら云々という大人の見解で、高校などは結構自由服

にすると自由服で規律を守るのです。そういうことで子供たちがやはり余りそういう形の生活の中

で拘束をするのではなくて、自由に自分たちで守れるのだというような校風や規律をつくって、こ

れから今後していっていただきたいと思います。これから議場でも言える機会があるかわかりませ

んけど、一応委員会協議会でこういうのが出ましたので１つの要望というか、そういうふうな形で

事務局も進めていっていただきたいと思います。いかがですか。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 全く、今前田委員のおっしゃるとおりで、この準備委員会の中でもそ

ういうお話が出ております。我々もそう思っておりますし、今久慈教育部長のほうからご説明した

報告書の中にある４点目なのですが、新中学校教育専門部会を新たに設置して基本構想づくりを行

うと。ですからいわゆる教育課程だとか、そういった学校でこういう構想づくりを行わなければい

けないものと制服だとか、萩野中学校の施設を活用するのであって萩野中学校に２つの中学校が統

合されるということではありませんので新たな中学校を萩野中学校の施設を活用して新たな中学校

をつくるということでございます。したがって校風なども新しい学校というようなこともあります。

もろもろ新たに決めなくてはいけないことがありますので、今前田委員おっしゃるとおりでなるべ

く子供たちの意見、またはそういったものを反映しながら新しい学校づくりに、この３年間の間に

準備を進めていきたいというのが我々もそうですし、準備委員会の中でもそういう意向であります

ので今のご意見承って、そのとおり進めていきたいというふうにお答えいたします。 

○委員長（及川 保君） ほか。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 統合の件でさまざまな手立てを尽くしてきたということはよく理解できま

すし、基本的に地域がそれでよしというのであれば、これはいいことかというふうに原則的には思

うのですが、何点かお聞きしておきたいのですが。学期制の相違は、３校の学期はそれぞれ違うの

かどうなのかということです。いろいろ検討をして学期を、もし変えたのであれば相当な論議をし

ながらやったのだろうと思いますけども、そういう３校の状況はどうなっているのかということが

１つです。それから、前にも話は出ているかもしれませんけども統合前と統合の後の教員の配置と
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いうのは人数的にどのように変化をするのか。今まで３校分の先生方ですから中学校では相当数の

先生がおられるはずなのですが、かなりの減数になるのだろうという気がするのですけど、その状

況というのはどういうふうになるのかということを、まずそれを聞いておきたいというふうに思い

ます。 

○委員長（及川 保君） ２点ですね。本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 学期制の相違につきましては、現状は萩野中学校が今２学期制を採用

してございます。竹浦・虎杖浜については３学期制ということでの学期制の相違があるということ

でございますが、これについても実質的には当然、夏休み、冬休み、萩野中学校もございます。た

だ、中間で切って２学期制ということですのでその辺の以降については問題ないということで考え

ておりますし、萩野中学校のほうでもそういうふうに考えております。それともう１点の統合前と

統合後で教職員の数の話ですが、統合後でございますけども平成 21 年度でいきますと萩野中学校に

今 12 名、竹浦中学校にも 12 名、これは養護教諭と事務職員を除いての話なのですが、それと虎杖

中学校９名と。それが統合した場合については 17 名というようなカウントになります。ただ、今後

ご存知のとおり特別支援教育が平成 19 年度から始まりまして、特別支援学級が新設されるだとか、

そういったもろもろの要因はございますけれども、あと新採用の教職員が入ったときにその加配だ

とかということでの若干の入り繰りはあろうかと思いますけれども、こういったようなことでの推

計はしております。ただ、私自身も、また教育長のほうからも道教委のほうにお願いしているのは、

簡単に申し上げますと統合によって道教委のほうも教職員がこんな言い方してはいけませんが、余

るでしょうというか、浮くでしょうと。ですから統合に向けて、例えば２年なり３年なり、通常の

教員の配置以外にふやして措置してほしい、いわゆる加配をしてほしいと。２人なり３人なり。１

人なり２人でもいいからということでの要望は今からもうしておりますし、そのような配慮はした

いというようなお言葉はいただいておりますけども最終的に 25 年４月現在でそういったような１

名なり２名なりの本来配置されるべき人数以上に教職員が配置されるかというのはまだ確約はもら

っておりませんけども、そういったようなことの動きは我々としてはしてございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） わかりました。ちょっともう１回確認しますけども、それだけの人数は統

合後も大体 17 人ということは現数の約半分になるというふうに押さえていいのでしょうか。それと

もう１つは、統合に関する加配というのは法的にはないのかどうなのか。どこでも今は統合がどん

どん進んでいる。だから統合に関する加配というのはあってしかるべきだと思うのですけど、そう

いう決まりというのがなかったのかどうなのかということをお聞きします。それとあともう１つ大

事だと思うのが報告書の中で新中学校の学校像を早急に明らかにしなければならないと、これは当

然だと思うのですが、どのような学校をつくるのかということがすごく大事なことなのだけれども、

これはしなければならないとなっているのだけれども、これはどこでいつそういうものを打ち出せ

るのかどうなのか。そういうことというのはもう既に話し合われてきたのだろうと思うのですけど

も、いつまでに誰が明確にするのか、そのあたりを伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 久慈教育部長。 
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○教育部長（久慈幸男君） 私のほうから学校像づくりの関係で話をしたいと思いますが、実はこ

の報告書を受けて町の考え方、それから教育委員会の考え方についての報告をまだ準備委員会のほ

うにしていません。それでその日にちが今３月の上旬ぐらいに今考えてございまして、準備委員会

を開いてこの報告書を尊重した形で町として進めていきますという報告を今しようかと考えており

ます。それをここに書いてありますように教育基本構想づくりをつくると、つくらなければならな

いと書いてありますけどもつくります。それはここに書いてありますように校長、教頭、それから

教員を含めた形で専門的なそういう委員の中で構成をして新学校づくりをつくっていきたいと。基

本的なものです。それを踏まえて今度は準備委員会の中で、それではどうするのだと、校章はどう

するのだ、校名をどうするのだということをこれから順次決めていきたいと。その日程的なものは

新年度に入ってから精力的にやっていきたいと考えております。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） あと、現状の教職員からすると統合すると約半分になるだろうと、そ

のとおりでございます。通常の教職員配置でいけば。ただ、先ほども申し上げましたとおり、そう

いう要求は我々のほうで随分前からしております。統合に関する加配について制度化云々の話がご

ざいましたけども、そういう制度化ということはございません。ですからあくまでも統合に向けて

一定の期間ということで、長ければ長いほど当然白老町としては好ましいことですから、そういっ

たことで教員の加配について、もう既にお話はしておりますし何とかそういうことで配慮したいと

いうような話はもらっていますが、まだそれも確定ではございませんので今私のほうから必ず２人

ないし３名は加配になりますということまでは申し上げられませんけども、それも積極的に今後も

要求していきたいというふうに思っております。以上です。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） なかなか道負担で加配というのも難しくなってきているだろうと思います。

本当に今、先生方を１人でもふやすということはものすごく大事なことだから。実際に半分の先生

がよそのまちに転勤してしまうということになるとすごくさびしいことだというふうには感じるの

です。まちの人口が減っている中で、さらに大きく減るということは大変だとは思います。あと１

つだけ大事なところで聞いておきたいのは、教育委員会が諮問したのは 23 年度ですね。そして報告

書がいろいろあって 25 年がいいというふうに出ています。そして最後のまとめの部分で 23 年度統

合に向けて課題などの議論、検討を今後も行っていくものとすると。23 年度統合に向けて取り組ん

でいきたいというふうになっているのです。この 23 年になるのか 25 年になるのか、きっとそこら

辺の論議というのが準備委員会の中ですごくもめたことなのだろうというふうに思うのですけども、

諮問が 23 年で答申をしてきたのが 25 年で、そして最後の段階で１年でも早くやるのだと。この辺

のふらつきというのはやはりへたすると不信感になって出てきたりするわけです。本当にその時々

の状況により、指導要領の改訂などの問題も確かにあるからいろいろ難しいのかもしれないけども

やはり基本的には地域の意見というのは尊重しなければならないのだろうというふうには思うので

す。そうでなければせっかく準備委員会をつくって、いろんな論議をしてきた意味もなくなってし

まうというようなことになれば、この辺論議をしてできるだけ早くすきっとしなければだめなので
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はないか。何年でもいいから１年でも早くやりたいのだというふうに思われてしまってはちょっと

困るので、その辺明らかにしていかなくてはならないと思うのですが、その辺どうですか。 

○委員長（及川 保君） 久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 先ほど私がちょっと説明いたしましたけども、統合時期につきまして

は町も教育委員会もこの報告書を尊重して 25 年４月１日というふうに決定するということなので

す。だからこの下のほうに書いているのは、その決定後においてきちんとした学校像をつくってい

きたいということを意味しているわけでして、町としては 25 年４月１日というふうに決定をしたと

いうことなのです。今、前段で斎藤委員からお話があったように諮問としては最初の昨年の７月 28

日教育長から使命をしたときは平成 23 年４月１日ということで検討してくれませんかというよう

な。 

○委員長（及川 保君） 暫時、休憩をいたします。 

休   憩  午後 ３時１４分 

                                           

再   開  午後 ３時１５分 

○委員長（及川 保君） 委員会を再開いたします。 

 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 説明の前に１番後になりますけども、経過をちょっと見ていただきた

いのですが、実は昨年の７月 14 日に総務文教常任委員会の所管事務調査で２ページまでの経過を説

明してございました。その後７月に総務文教常任委員会、７月 14 日に準備委員会の説明について経

過を説明させていただきまして、それ以降のものを今回追加させていただいております。この準備

委員会の開催経過の中で、第１回目の統合準備委員会を開催してそこで部会を設置してございます。

それで教育活動部会、ＰＴＡ部会、２部会に分かれて課題 13 項目について検討していったと。そう

いった経過の中で、今斎藤委員ご指摘の教育活動部会の中での④のところです。ここでは教育長か

ら言われた、平成 23 年度の統合に向けて、課題などの議論、検討を今後も行っていくべきではない

かという教育活動部会の意見だったのです。その後この部会をさらに 30 名である準備委員会の全体

会に諮って最終的な報告書をまとめたという経過なものですから、この時点ではまだ 23 年度に向け

ていくべきだという意見もあったということなのです。そういう経過です。先ほど久慈教育部長の

ほうからも申し上げたとおり教育長は新学習指導要領の平成 24 年の全面実施に向けてその１年前

に統合すべきだというようなことを表明したと。それに向けて議論をしてきたのですが最終的には

やはり保護者、地域というよりも保護者の方々が、ここにも書いてありますけども子供たちの交流

期間そういったこと、またＰＴＡの交流期間も含めて３年間の準備期間はほしいというような強い

意向があったものですから、それに地域の方々も統合についてオーケーであれば１年でも早くすべ

きではないかというご意見もございました。ただ、そういう保護者の意向を踏まえて、地域として

は保護者がそういうような考え方であればそれを尊重しましょうというようなことで準備委員会の

報告書としては平成 25 年４月ということで報告書が教育長に提出されたといったような経過でご

ざいます。ですから若干のタイム差がありますので教育活動部会の議論の中では平成 23 年度に向け
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てということですけども、全体会の中でそれを話をしていく中では平成 25 年４月ということで報告

書を出すべきだということになったということでお答えさせていただきますがよろしいでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 補足ですね。久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） ですから報告書で 25 年４月１日にするという報告書を尊重して町と

教育委員会はこれを尊重して、ここの説明書に書いてありますように統合場所は平成 25 年４月１日

に決定したというようなことでございますので、ご理解をしていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） ご苦労されたと思いますけれども、何点か伺いたいと思います。まず基本

的な部分で統合時期は 25 年４月１日が、それは準備期間として必要だということでこれはわかりま

したけれども、白老町の萩野中学校とするということで施設面積、そういったことが全部適応する

ということなのですが、この萩野中学校の耐震化の工事、この 25 年の４月１日に統合することにな

ったということでいくと耐震化等の工事と施設のものは完璧にでき上がっている時期なのかとちょ

っと思ったのですけども、その点が１点。それからもう１つは、本当にこれは長年、平成 19 年から

長い期間をかけて、その間に人がすごく入れ替わったり、ＰＴＡ会長が入れ替わったり、先生が入

れかわったりして大変また一からだったというようなこともたくさんあると思うのですが、この準

備委員会のメンバーが後に載っていますけども、この準備委員会のメンバー、その準備委員会のメ

ンバーが部会２つに分かれてやっているのですが、これは 25 年の４月１日設置されるまでほぼ変わ

らないでいくのか。やはりまた校長先生がかわったらいないのですから、当然かわってくるのだと

は思うのですけども変わってもこの中で基本的な部分はかわらないで済むということは原則として

決定しておくのですね。また人が変わり、今までもそうだったのですけど強く言う人が出てくると

また異動したりするということがありますので人が変わることは必然的になってくると思うのです

が、これは人が変わろうと何をしようと絶対に基本的なものは変わらないでいくということは、こ

れは決定事項として進めていくということに進めていけるのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 実はその準備委員会の、２点目のほうを先にお答えいたしますけども

今後早い時期に次の準備委員会が第４回目になりますけども開催する予定でおります。先ほど久慈

教育部長のほうからお話したとおりですけども、その中でも、また前段でもこの準備委員会の中で

報告書を受けて町の意思決定がなされた後については各単ＰごとのＰＴＡ会長さんの名前で統合に

関する年度、統合についていいですというのと現萩野中学校の施設を活用することについていいで

すという応諾書をいただくことになっております。ですから今吉田委員がおっしゃるとおりＰＴＡ

の役員がかわってもそこのＰＴＡから応諾書をもらうということにしておりますので、それを根拠

にといいますか、盾にとるわけではございませんけども、そういうことで進めていきますという皆

さんの意思統一をきちんと図った上で進めていこうという考えでおりますので、ＰＴＡの役員がか

わってもそれは当然各単Ｐごとに引き継いででいってもらうという考え方でおりますので、その点

についてはすでに関係する６小中のＰＴＡのほうでも了解をしておりますので、そこのところにつ

いては今後進めていく中で、そのようなことを言っていないだとか、また一から振り出しにという
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ことはないだろうというふうには私は思っております。それと１点目の耐震化の関係についても施

設整備を含めて間に合うかということのご質問だったかと思いますけども、当然そういう耐震化に

ついても間に合わせる、または通常の維持補修についても間に合わせていこうということで今のと

ころ考えてございますので、そういったことも含めてこの３年間の間に新たな学校の構想づくりも

含めて学習過程、いろんなことをまだまだやらなくてはいけないことはございますけども、そうい

ったことを含めて、こういってはあれですけども飛生、それから森野の閉校はございましたけども

本町にとっては、いわゆる統廃合ということについては初めてのケースでございますのでいろんな

先進地の事例も参考にしながらミスのないように今後の３年間、長いようで短い期間ですからスム

ーズにいくように今後関係者といろんな議論を交わしながら、子供たちにとってよりよい教育環境

をつくっていくのだというような意志のもとに進めていきたいというふうに思っております。以上

です。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） そういった約束事をきちんと取り交わしたということですので今後心配な

いのかと思うのですが、本当にその辺をきちんとご苦労されて今までやってこられた方々がまた人

がかわると元に戻るということでは、その準備期間で苦労されたことが全部水の泡になってしまい

ますので、その辺はきちんと明確にしておくべきだろうというふうに考えていました。なぜかとい

うと前段に白老町としては適正配置は初めてなことなのでということがあるのですが、今中学校が

こういうめどがついたと、本当は中学校の統廃合はもっと先だったと思うのです。するとすぐ小学

校ともう控えています。そういった意味では、今までの経過が今後これに生きてこなくてはいけな

いと思うのです。今度は小学校のです。それぞれまたいろいろ、前も意見が出ていましたので。で

すからそういうことに生かされるためには今までやってきたことを無駄にしない、今までいろんな

変わってきたけれどもそれを無駄にしないものを最終的にはきちんとつくり上げていくということ

が必要だろうと思うのです。それと同時に小学校は、25 年の中学校が終わったらということでした

ので、統廃合が明確になりました。すると小学校のほうに手をつけていかれるのか、統廃合が終わ

った時点でやっていくのか。それだけの仕事量を学校教育課のほうで持てるのかどうなのか。その

辺の考え方、ようやくこれが終わってほっとしているところなのに申し訳ないのですが控えている

ことですので生かすという意味でもやりやすいものはでき上がってきているのではないかというふ

うには思うのですが、その辺の考え方があれば伺っておきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 私も教育委員会にきて初めて統廃合の関係で携わりました。それでい

ろんな場面に遭遇したわけですがやはり１番びっくりしたのは地域の人たちが学校に対する思いと

いうのはすごい強いということが本当に感じました。やはり子どもたちを大切にする、学校を大切

にするという思いがすごい表れていました。そういうことが、こういう中学校の問題についてもい

ろいろ時間がかかったのかと思っております。ですからこの新しい中学校に向かっては虎杖浜、竹

浦、萩野の人たちが喜ばれるような中学校にしていかないとだめだと、このような思いでおります。

そういった中で今度小学校の問題についても、うちのほうの計画の中では次は小学校もやらなくて



 23

はだめだというようなことになっております。ですからその辺の手順をどういう手順で小学校の適

配をやっていくかというようなことはちょっと慎重にやっていかなくてはだめかと思っております。

ですから中学校を今やったことをいい経験として、やはり次のステップに向けて努力していきたい

と思っております。今具体的にどうこうは言えませんが次はやはり小学校の適配について検討して

いかないとだめかと、このように考えております。以上です。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 白小に関してはやはり今までずっと古い学校で耐震診断をしたときにどう

いった結果が出てくるかわかりませんけども、私はかなり厳しい結果が出てくると思うのです。そ

ういった点を踏まえて、雨漏りのこともありますし、学校が古いということもありまして、今子供

たちがそういった中で勉強しているということも考えると今後、それこそこの 19 年から準備してき

た以前から小学校の適正配置についてはいろいろ課題として取り上げられたことも何回かあります

ので、ある程度のそういう覚悟というのは皆さんあると思うのです。もちろん地域性があるのです

けども。そういった中で具体的に目標をきちんとして、小学校で今勉強している子供たちの、今小

学校の存続事態がどうなのかということをきちんと明確にしながら進めていくべきだろうというふ

うに考えているのですけども。 

○委員長（及川 保君） 久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） その辺は十分考えながらやっていきたいと思います。中学校より小学

校はまだ難しいかと、そういう認識であたらないとだめかと思っております。やはり小さい子供た

ちですから、中学校と比べると肉体的にも精神的にも弱い子供たちをどうするかということ。そし

て将来を担う子供たちをやはり育てていかないとだめだという観点もありますし、そういうことで

やはり小学校については非常に重たい課題かと思っておりますけども、果敢に挑戦をしていかない

とだめかと考えておりますので議員の皆さん方もご協力のほどよろしくお願いしたいと思っており

ます。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。前田委員。 

○委員（前田博之君） ここの報告で 25 年４月１日とするとなっています。これはあした新年度予

算説明と執行方針が配布になると思いますけど町としてこれだけ公にそういう立場の表面的なもの

というのは町民に向けていつ公にされるのかということです。新聞報道はされていますけど、まだ

されていませんから。それともう１つは、吉田委員からもお話されていましたが耐震化については

前回の補正予算で出ていますからそれは理解していますが、それを抜きにして統合にともなう校舎

の改修、改築等があると思うのです。それにかかる経費が今いくらぐらい見込んで、それがいくら

出るか 23 年にでも計上するのか、その辺の２点だけ伺います。いくらぐらい押さえているのか。耐

震に含まれているのかどうかでもいいです。 

○委員長（及川 保君） 久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 今回出たこの報告書の内容について町としていつ表明するかというお

話ですが、これは町制執行方針の中できちんと明記しておりますし、教育行政執行方針の中でも明

記してございます。ですからあした配られると思いますけども、そういった中で明記しております。
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それとあとは統合に向けた経費につきましては、先ほどちょっと本間教育課長のほうから説明があ

りましたけども、この度耐震化の工事を含めて改修工事約１億 4,000 万円ぐらいの工事がございま

したので、その中で耐震化と改修も含めてやるということでそれは統合に向けた改修というふうに

なってございますので十分その辺については整理されているかと思っております。ただ、具体的に

今度統合を本当に残工事的なものは出てくるかもしれませんけども、当面は今回 12 月に補正した１

億数千万円の予算の中で耐震化と改修工事はやるということになってございます。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） １点目はわかります。２点目はこの前の補正のときに私も質問をしたので

すけど、今具体的な話がなかったのですが、それは特別教室だとかが不足するとか、そういうその

統合にともなって最低限必要な校舎の改修とかそういうことを私は言っているのです。その具体的

な直しではなくて理科教室が統合によってふえるとか、そういう本当の改修統合に向けた基本的な

学校の校舎、あるいは特別教室とか、そういう部分についてです。耐震ではなくて。その辺は前は

予算も上がっていたのだけども、その辺をきちんと整理されているのかどうなのかということです。

だから今後そういう部分が新年度になるのか、補正になるかわかりませんけどもいくら確保して、

これからこれぐらいの金額は出ますということはきちんと押さえているかどうなのかという聞き方

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、久慈教育部長のほうからお話したとおりなのですが、まだ正式に

詳細をつめてございません。まだ３年あるということもございますけども、例えば 25 年であれば特

別支援学級が何学級になるだとか、それと普通学級でいくと今想定されているのは１学年２学級は

確保されるということですから６学級必要になると。ですからあと特別教室、家庭科室だとかその

ようなことのあれもありますし、その辺の細かな統合に向けた細かな積算は今後していかなくては

いけないと思っていますので大きくは先ほど久慈教育部長のほうから申し上げました耐震化と若干

の季節の維持補修関係については含まれていますがすべてのものに関してはもう少し細かな積算を

していかないというふうにはと考えてありますので、そういうことでご理解いただければと思いま

す。 

○委員長（及川 保君） 前田委員いいですね。こちらのほうからも今後細かな部分についてはこ

れからだという話がありましたので。ほか、ございませんか。近藤副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） 先ほど吉田委員もおっしゃっていましたけども、やはりこの役員とい

うのはＰＴＡの役員にしても地域の役員にしても２年任期でみんなかわるわけです。ですから先ほ

どの、大きい声出す人とか、元気のいい人がきたときにそれがかわるということは非常にありうる

のです。ですからやはりそこはもっときちんと思いっきり厳しい条件の中で絶対動かせないような、

そういう約束をとりつけるようなことはできないのかどうなのかを、再度聞きたいのですけども。 

○委員長（及川 保君） 久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 先ほど本間教育課長から言ったように今、３月の一応８日の日にこの

報告書を受けて町としてこうだということの回答をする予定をしています。そこで初めて委員の人
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たちに報告書どおり尊重をして 25 年４月だと、統合場所は萩野だということを申し伝えようと思っ

ています。それを担保する意味で先ほど言ったように応諾書をきちんともらうと。それで応諾書は

６校のＰＴＡからもらうことにしております。それで何何ＰＴＡのＰＴＡ会長何何となると思いま

すが応諾書には代表として書いてもらって、私たちＰＴＡとかそういうようなことでがんじがらめ

にちょっと応諾書をきちんとして対応していきたいと考えております。そういうことで対応してい

きたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

                                           

     ◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） 説明を受けました。それでは本日の案件につきましては、これで全部終

了したということでございます。長時間にわたっての審議、大変お疲れさまでございました。 

 ありがとうございました。 

                                  （午後 ３時３７分） 

                                


