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○委員長（小西秀延君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

８款土木費でございます。質疑のあります方どうぞ。 

４番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） ４番、大渕です。先ほどの松田委員の質問を聞いていまして、実際は

今まで町立病院とやや同じようなことで、なかなか港の問題というのは質問しづらい部分が私

自身にもありました。そういうこともありまして、余り深い議論が議場ではなされていなかっ

たような気が私自身もしております。 

病院の問題は、今はかなり自由に議論ができるようになっているという状況の中で、松田委

員にもきちんとお話をして、ちょっと質問を関連でさせてもらうということで了解を取った上

で何点か質問をしたいと思います。協議中ということは、私は理解をいたしました。協議中だ

ということはわかります。しかし、高畠都市整備部長の答弁の中に、費用が十数億ということ

ではなくて数十億という単位だというような答弁があったように記憶をしております。そこで、

ここまできたらやはり来年の４月ということが当面、最初の中身でございますので、私はそこ

ら辺をきちんと答えられるなら答えていただきたいというふうに思います。一つは、日本製紙

は実際にいつから使うと言っているのかはっきりしていただきたいと思います。使うのか使わ

ないのか、いつごろから使うのか、ここははっきり示していただきたいと思います。 

二つ目に、当然、基本設計ができ上がっているのですから、チップヤード、石炭ヤード、そ

の他防じん処理のための総工事費は幾らか。私はここが１番問題だと思っておりますから、こ

こは基本設計ができているのに総工事費が、そんな細かくなくて結構ですけれども、わからな

いなんてことはあり得ないと私は思いますので、おおむねでも結構です。幾らかかるのか。 

三つ目に、実際に工事にかかる期間。来年の４月から供用開始というふうにずっと町側は言

ってきました。本当に来年の４月からだとしたら、私は工事が間に合うようにはちょっと理解

できません。しかし、間に合うのかもしれませんから、基本設計からいくとどれぐらいの時間

でこの工事が終了するという設計になっているか。これは、この設計の話をするというのはな

ぜかといいますと、バイオマス燃料化施設もこの設計の１番最初の 0.35 が否かということが最

大の議論になり、法的な争点にもなっているわけです。ですから、基本設計ができているので

あれば、そういうことがきちんとわかるのではないかということでございます。チップヤード、

石炭ヤードの場所をどこと考えているか。場所によってかかる経費は全く違うと思います。そ

こはどこと考えているか。当然、受益者が支払う費用、ここが私の問題では全然最大ではない

のですけれども、先ほどのお話からいうと受益者がおおむね支払う費用が年間なり、月なり幾

らぐらいなのか。これは上屋の問題もございますので、十分私は支払い方法含めて理解をして

いるつもりでございます。 

次に、協議はいつごろをめどにまとまるのか。今言っている協議です。ことし中なのか、12

月までなのか、来年の４月までなのか。来年の４月以降だとしたら、今まで言ってきた来年４

月供用開始ということは何の意味もないというふうになってしまいます。数十億の投資となる

と、その資金計画、もちろん私が考えている以外のものがあるかもしれません。例えば国の補
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助金、これが３分の２なり、100％出るというなら、これは全く問題がないということになりま

すから、それであれば私は結構だと思います。しかし、今の状況で資金計画の問題でいうと、

もう白老町は大量の起債を借りられるような状況ではないです。例えば来年、再来年行う食育

センターの起債だって、今危ないと思っています。そういう状況の中で、この資金計画をどう

考えていらっしゃるのか。 

最後に、１番の問題は町が主体的に第３商港区の工事を一貫して推進してきた。財政面から

いっても、私はもう限界だと思います。しかし、私は今までも何度も町側とも話をしてきまし

た。今起債を２億やめても、それは直接現金では白老町にはプラスにならないという話をした

のも事実でございます。しかし、今の状況でいくと、これ以上の投資は町債財政を壊すし、当

然町民の理解を得られるものではないというふうに思います。この点、ここまできたのですか

らはっきりとした数字を出せるものはきちんと表明をしていただきたいというふうに思います。 

○委員長（小西秀延君） 高畠都市整備部長。 

○都市整備部長（高畠 章君） 今のご質問ですが、基本的に第３商港区、これをつくったと

いうのは皆さん共通の認識のとおりでございます。ですから、その利用がなくしてチップヤー

ド等の整備、これはあり得ないので、ですから、私は松田委員のご質問にお答えしたとおり、

これは相手があって初めて成しえる行為です。なぜ、今その時期がはっきり言えないか。まず

①番目のご質問でございます。これは、先ほど申したように企業の収益が非常に悪化している

という状況の中で、投資をするという、整備にかかった費用を、これは町が立てかえてつくる、

でもそれを使用料で転嫁するということは、企業が払うということなのです。ということは、

企業としてはちゃんと町に対して約束をするということですね。ということは、投資をすると

いう決断になるわけです。ですから、企業が収益悪化しているときにそのような投資をすると

いう決断というのは、やはり経営陣としては、これはできないということをまずご理解いただ

きたいと思います。ですから、今の時点ではいつかということはまだ明確に言えないというと

ころでございます。これについては、町のほうもできる限り日本製紙の業績と、それを踏まえ

た中で交渉に入っているつもりです。その辺は、町も危機感を持った中で明確に、時期等につ

いてはすべきというふうに考えてございます。それから、基本設計が終わっているということ

で、総事業費は大体出ているだろうと、これはその通りです。大体は出ております。基本設計

ですから概算です。この額も、これは今風洞実験だとか、いろんなことを踏まえた中で、この

環境に対する住民に与える影響、これも例えば防じん柵の高さをやはりこれぐらいの高さにし

なければだめだと、今ある基本設計にさらにかさ上げしなければいけないだとか、そういった

ことも繰り返さないとだめなのです。そういったことを踏まえると、１メートル、２メートル

高くなるとそれだけ基礎も深く入り、それを支える支柱も太くなります。それで、大きくお金

が変わるのです。ですから、明確には言えないということで、先ほど松田委員のご質問にお答

えしたとおり十数億ではなくて数十億という単位でということでお答えさせていただいたとこ

ろでございます。 

次に、工事の施工期間ですが、１年以上かかる状況になります。これは、ベルトコンベアー
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だとか、それからチップヤードとなるヤードの整備、これを踏まえると、やはり１年かかる予

定になります。ですからこれは、24 年度中に第３商港区の工事が発注されて、24 年度の２月か

３月ぐらいには供用開始ができるという前提のもと、昨年の６月に議会に補正予算として基本

設計を計上させていただいたところでございます。そんな中で、ご存知のとおり港の予算は全

国的にも削られております。そういったことも踏まえて、岸壁だけは使用できます。岸壁だけ

は 24 年度中の工事によって使用できることになります。しかし、そのほかの島防波堤だとか、

西防波堤だとか、まだ第３商港区としては完了になりません。そういうこともございます。と

にかく、マイナス 11 メートル岸壁ができるということで、日本製紙とは具体的な協議に入った

と、昨年入っています。そういった中で、今いつ着工するかというところで、まだ企業からは

返事をいただいていないので、具体的に何年の何月何日から何月何日までに整備を終えますと

いうことは、今の時点ではお答えできないということでご理解いただきたいと思います。 

それから、協議はいつ頃までかということですが、これはいつ頃までかというか、もう返事

がいただけるまでこれは間違いなく協議をします。相手があることですから、いつごろまでと

いうことはここではお約束はできません。ただ、一日も早くと、我々も議会の皆さん方が心配

しているという事実がありますから、これについては一日でも早くということで取り組んでい

るところでございます。それから、資金計画でございますけれども、これは一応企業債を発行

して、そしてその元利償還分は使用料に転嫁するというような組み立てで一応考えてございま

す。それから、最後になりますが、これ以上の第３商港区の整備について、これ以上の投資は

かなり厳しいという、そういう大渕委員の認識でございますけども、それは町のほうもそのと

おりだと思っております。ですから、第３商港区マイナス 11 メートル岸壁が 24 年で完了しま

す。ただ、第３商港区のやはり今、先ほど申しましたように出入りをするための波の静穏度、

そういったものをやはり確実に、どんな船が来ても事故に至らないような整備というのが最後

のだめ押しとして残ってございます。その部分はまだ若干、今後ともあと数年投資が必要かと、

このように考えているところでございます。 

○委員長（小西秀延君） ４番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） ４番、大渕です。今の答弁を聞いていまして、非常にバイオマスと似

ているという気がしております。手法がそういう形になっているという意味です。どういうこ

とかというと、ひょっとしたら日本製紙は使わないということもあり得るということになりま

せんか、今の答弁だったら。返事がもらえるまで。なかったらどうするのですか。本当に危機

感ありますか。企業債で何億借りるのですか、来年、再来年。借りられるのですか。どんな組

み立てなのですか、資金計画は。それが、工事そのものが１年以上かかるとしたら、24 年の供

用開始って一体何だったのですか。そのときも協議していたのでしょう。本当に議会に対する

情報開示や、議会の議論が皆さん方のその仕事の中できちんとこれは生きていますか。今まで

も何度もこういうことがありました。ですから、政治的な問題からいろいろ言ってまいりまし

た。しかし、きちんと議会に提示するものをしていないというふうに思うのです、これでは。

例えば、協議を始めてどういう状況かということは、どこにも報告がないのです。24 年供用開
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始、25 年の４月供用開始は何度も何度も答弁の中であったのです。ありましたね。だけど、遅

れるという、建設厚生常任委員会に対する協議も何もございません。一体これは何なのですか。

まして、議会の休憩室で話をしていたら、ほとんどの議員の認識が、私の認識もそうです。私

はそれだけ確認していたのです。大体、チップヤードでかかるお金は幾らぐらいかと、大体今

起債を借りるなら５億から、何ぼいっても 10 億以下ではないとせいぜい５億ぐらいが起債を借

りるめどだろうと。今の状況で。起債制限比率も 19.1％でしょう。これは借りられるのですか。

現実問題として借りられますか。ここら辺はっきりしてください。これはまたここでうやむや

になったらだめなのです。だから、何も影響がなかったら、１年以上かかるのだったら１年以

上、２年以上かかるのだったら２年以上とか、金額これぐらいですと言ったらだめなのですか。

30 億かかるのだったら 30 億、大体 30 億ぐらいかかりますと言ったらだめなのですか。それが

わかったことによって、どこがどういうふうな損失を受けるのですか。日本製紙との話がだめ

になるのですか。私はそういうことよりも、今議論しているようなことを議員がわからないこ

とのほうがすごく日本製紙に対する不信になります。私はそう思います。議員を信頼していな

いなら信頼しなくていいですけれども、本当にそれで議会の予算が通っていくのですか。私は

本当にそういうことを心配しているのです。今回の財政の問題もそうですし、現実的にバイオ

マスの問題もこれは同じ中身でしょう。言ったらだめなことは、あるというのはわかります。

企業との関係で。だから私だって聞いていないことだってたくさんあります。だけど、言って

いいことも言わなかったらこういうふうになるのです。本当にきちんとした答弁ください。言

いわけみたいな答弁ではなくて。町はこういうふうに責任を持つのだという答弁をください。

資金計画含めてきちんと言ってください。 

○委員長（小西秀延君） 高畠都市整備部長。 

○都市整備部長（高畠 章君） まず、整備にかかる費用でございます。これは先ほど申しま

したように、誤差があるという前提でお答えいたします。基本設計では、約 50 億円かかるとい

う数字がございます。資金計画でございますけれども、これは、一般公共債はやはり借りるこ

とはできません。企業債という企業会計、特別会計を組むことによって起業債を発行して、こ

の部分は可能でございます。 

○委員長（小西秀延君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 港湾の関係で午前中もご質問ございまして、今もご質問ございまし

たけれども、来年の３月供用開始ということで工事の事業が進んでいますけれども、何点かご

質問された部分で、今企業側と協議をしているというようなことは私のほうにも報告を受けて、

その内容といいますか、協議事項についても私のほうも報告を受けて、それを継続して今協議

をしているということでございます。差しさわりのない項目についてはすべてお答えしようと

いうふうに思っていますし、前段の中で数字が不確定な要素があるということで、１問目の中

ではお答えできない部分があったのですけれども、そういうようなことを踏まえてお答えでき

る部分についてはお答えしたいというふうに思っています。たまたま継続協議中というような

ことなものですから、対相手があるというようなことで明確なご答弁になっていない部分がご
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ざいますけれども、そういう部分を除いて、議会のほうにも説明してまいりたいというふうに

思っています。何点かのご質問の中で、いわゆる工事期間だとか、それから協議はどこまでか

というようなことで、相手があって、きょうやっている部分についての明確な答弁はちょっと

差し控えさせていただく部分がありますけれども、先ほど言われるような危機感があるかどう

かというようなことを含めて、逆にいうと誠意を持って企業と数回、これについての協議を継

続してやっているということでご理解願いたいと思います。私どもも今までの経緯を踏まえて、

港湾にかける思いを踏まえて、企業とは接していきたいというふうに思っております。 

○委員長（小西秀延君） 高畠都市整備部長。 

○都市整備部長（高畠 章君） 最初の大渕委員のご質問の中で答弁漏れがございました。チ

ップヤードの場所は、第２商港区の背後地の部分でございます。ですから、第３商港区に荷揚

げして、そしてベルトコンベアーで第２商港区の公共上屋のちょうど国道側の敷地というふう

に考えてございます。 

○委員長（小西秀延君） ４番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） ４番、大渕です。興奮しても何もなりませんから、現実問題として、

50 億でも言ってくださったことには感謝しています。50 億でも 40 億でも、私は大差がないよ

うな気がしているのです。はっきり言って。それを企業債で借りて町の財政運営は成り立ちま

すか。まして、私の前段で松田委員が言っているように企業が大変な状況の中で、私もある意

味全額とは言わないけれども、少しぐらいはしょうがないのかと思う気持ちが、余りなかった

けれども、なかったわけではないです。それもやはり５億とかというなら話はわかるのだけれ

ども、40 億、50 億のけたになったとき、今１番借りている起債で下水道が 80 億切ろうとして

いるのです。港湾はもうたしか 70 億切ったでしょう。そういう中で、もし新たに 50 億だとし

たら、企業債だといっても 50 億の起債を借りて、今 270 億の起債があって、足したら白老町の

財政は成り立つのですか。企業のために心中するのは、町民はそんなのはまっぴらです。本当

にそれは可能なのですか。どういう計算をしているのですか。そこを聞かせてください。 

○委員長（小西秀延君） 高畠都市整備部長。 

○都市整備部長（高畠 章君） 設備投資したこの費用については、全額基本的に使用料に転

嫁して、要するに企業のほうにしてみれば設備投資した分を月賦払いするという、そういう形

になります。そこの部分で企業として、そこの使用料がのめるかのめないかというのは、室蘭

港に荷揚げして、ここまで持ってくる費用と、それから白老港で荷揚げした場合、ここの部分、

この差額がちゃんとペイできる額で使用料がセッティングされるであれば、それが 40 億であろ

うが 50 億であろうが、それはのめる話だという、焦点はそこになります。一応大筋ではそこの

額については近いところまできておりますので、ですから先ほど申しましたように、細かい設

備にかかる費用のつめ、あるいは環境問題、そういったことを協議した中で最終的には決まる

というふうに考えています。その前提には企業の収益構造の改善、これが大前提となります。 

○委員長（小西秀延君） 財政運営はどうですか。 

岩城総務財政部長。 
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○総務財政部長（岩城達己君） 財政の部分ですから私のほうから答弁させてもらいます。今

金額とか、そういう使用料に転嫁するというのは高畠都市整備部長から答弁があったとおりで、

イメージといったらおかしいですけど、今ある起債の残に、ではその分がかぶさってくるから

全体的には非常に重たい話になろうかと思います。ただ、高畠都市整備部長が答弁したとおり、

その部分は起業債として年間払っていくお金を使用料で賄っていくということは、これは起債

としてその部分の見通しがきちんとたっているのなら、これは問題ないということは道と協議

でいただいておりますので、その分が払っていけないとかではなくて、そのルールがきちんと

相手方と契約行為を結ばれるのが前提になります。ですから、毎年２億になるか、３億になる

か、それを支払うということはその分をそっくり使用料としていただくのだと、こういう会計

システムになるので、今の起業債部分のところに対しては財政的な負担になってはこないと。

ただ、全体でいうと公債費全体は大きくなりますから重い話には確かになりますけれども、今

の港湾の起債の支払いという部分は使用料で払っていきますので、そこの部分は赤字にならな

いでやり繰りはできるという考えであります。 

○委員長（小西秀延君） ４番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） ４番、大渕です。今のお２人の部長さんの答弁は、100％起債の分の元

利合計を日本製紙に、30 年か何ぼかわからないけれども、起債の返還の時期に合わせて 100％

そこをのんでもらって、それが 100％入ったことが条件なのです。それは 30 年か何年かわから

ないけれども、例えば 30 年だとしたら、20 年なのか、50 年かわからないけれども、その間我々

もいなくなるし、ここにいらっしゃる方はみんないなくなるのです。本当にその契約書で最後

まで会社がきちんと払えるということが保証できるものがあるのですか。 

今までだって実際に、よく考えて思い出してください。上屋は確かに大昭和から日本製紙に

変わったけど、あれは 100％荷物が入っても入らなくても大昭和が払うということを条件でつ

くったものです。これは間違いないと思います。ところが 90％になったりしているでしょう、

実際使っているものは。それから分けたり。現実的にそういうふうなことが起こってくるので

す。バイオマスも同じです。そういうふうに言えば同じなのです。だから、そこの保証という

のは何でとるのか。例えば会社が白老工場をやめたといったらどうなるのですか。それは 30

年間ずっと絶対に払ってくれるというならいいです。３億、５億の金ではないですから、50 億

の金ですから。私はそういうことでいえば、かなりな財政負担がないといっても、それは 100％

日本製紙が持ったときの話だから。30 年間そういうことが保証、個人的に保証できるのかとか

聞いているのではなくて、社会通年上、社会一般的に、例えば倒産したときどうなるかとか含

めて、保険だとか何とかもあるかもしれないから、そういうことできちんと賄えるものなのか

どうか。後世にツケは絶対いかないということで、ここがまた議会答弁の難しいところで、代

わったから違うというのではなくて、そこは責任を持ってちょっと聞きたいのですけど。 

○委員長（小西秀延君） 岩城総務財政部長。 

○総務財政部長（岩城達己君） 財政所管の部長として答えさせてもらいます。当然、起債借

入れでやり取りしています。実は道内にも同じようなケースでやっている港湾ございます。公
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共でやって使用料で賄うということ。それはちゃんと相手方と 20 年、25 年、30 年と契約期間

を結んで、ちゃんと契約のもとで使用料を納めてもらうという行為をしています。そういう部

分の事例も参考にしながら取り組んでいるというのがございますから、起債の部分も同様に、

今大渕委員が心配される後世にそういう部分は残さないように当然対応していかなければなら

ないというふうに考えています。 

一例として、今上屋の話も出ましたけれども、上屋は公共上屋ということで相手方と契約行

為はないのです。ですから、そういう約束のもとで建てたというのは重々私も承知はしていま

すが、今回の場合はそうはならない。きちんと相手と契約、それも工場ではなくて、やはり本

社と契約行為になっていくというふうにとらえています。 

○委員長（小西秀延君） 戸田町長。 

○町長（戸田安彦君） 大渕委員の心配していることは、おっしゃるとおりでございます。私

も昨年 11 月からならせていただきまして、今協議中という担当部長のお話も聞いております。

その中に金額も大きいですし、今まで日本製紙との協議の内容も聞いた中、私も協議をさせて

いただいておりますが、本当に３．11 の石巻の工場の復興に、会社としてはそちらに今お金を

注入しているところでございます。だからといって白老をないがしろにするわけではないとい

うお話も聞いておりますし、ここは本当に担当部長が言うとおり協議の最中でございます。 

それともう１点、返済については、後世に借金を残さないようにしなければならないのは当

然のことでありますので、バイオマスと似ているところがあるというお話で、似ているところ

もありますけど、似ていないところもあります。これは、なぜ似ていないところがあるかとい

うと、岩城総務財政部長が言うとおりに、今までの似たような実績がほかの地域でもある中で、

その返済は、これは極端な話会社が倒産したら可能性はありますけど、会社は倒産しないで白

老にこの工場が残って、雇用もこの白老の経済にも寄与していることも考えて、相対的に考え

てチップヤード施設をつくることによって、港の活用と経済の活用も含めて白老町と日本製紙

が連携をしてこの施設をつくっていくという意義に、そこに金額の返済も合わせれば、そのと

きは先ほどのお話のように契約もありますので、契約の中できちんと返済計画を立てれば町と

しての負担がないということでありますので、この辺はまだまだこれは協議中でございますか

ら、協議がちゃんと確約した中で情報開示して、議員の皆様ともきちんと情報を共有しながら

議論も重ねていかなければならないものでございますので、今のところお話できるのは正直に

お話ししているところでありますので、金額が大きいのでなおさらこちらも慎重にいきたいと

いうふうに考えております。 

○委員長（小西秀延君） １番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） １番、氏家です。97 ページ、道路施設の維持補修経費の中の町道除雪

委託料、それからその下にあります町道草刈りの委託料です。町道にかかります排水関係の草

刈りの委託料もこれに多分含まれてくるのではないのかと思いますけれども、まずその町道の

除雪委託料、23 年度で 5,600 万円、5,700 万円近いお金がかかりました。例年にない大雪とい

うこともありましたけれども、私はこの 5,700 万円ぐらいかけた効果が果たしてあったのかと
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疑問に思うところがございます。というのは、確かに大雪だったことは大雪だったのかもしれ

ない。でも、その大雪を除雪するための技術、それから業者、この部分がやはり数年前から比

べると大きく落ち込んでいる。業者の数、それから技術力、そういったものが今回のこの 23

年度の除雪の中での一つの、まちの今後の大きな課題が見えてきたのではないかと思います。

これは多分、議会の一般質問等々の中でも各議員から示されている部分だと思いますけれども、

これから白老町はどんどん高齢化に向かっていく、それから障がい者対策としての極め細やか

な除雪体制が今後も必要になってくるというのは間違いないことなのです。そういった将来像

を見据えた上での今後の除雪体制の課題、それをどう考えているか、その辺についてお伺いし

たい。それから、同じくやはり高齢化するまちの中で、そうした環境変化から見える今後の草

刈り、また除雪のあり方についてのまちの考え方をお伺いしたい。 

○委員長（小西秀延君） 岩崎建設課長。 

○建設課長（岩崎 勉君） まず、除雪の関係でございます。通年でいけば大体 2,000 万円か

ら 3,000 万円の除雪費で事業をやっております。ただ、23 年度はご承知のとおり大雪のために

5,600、5,700 万円程度になったという形でございます。その中で、お金をかけている割にはち

ょっと今回余り状況がよくなかったのではないかというご質問かもしれませんので、その辺に

ついてお答えしたいと思います。除雪は、町内業者の方に協力をいただいて、重機を出してい

ただいているという状況でございます。ただ、このごろは町内業者の方も工事量も少なくなっ

たということで、自前の重機を余り持たなくなったということで一つ原因が大きくなってきて

おります。その中で重機自体の台数は２、３年ほとんど変わってはいないのですけれども、重

機の大きさ、言ってしまえば本当の大きな重機でやらなければならないところなのですけれど

も、水道とかで使っている小型の重機しかないという中で、それで台数を確保しているという

状況でございまして、それで効率が悪くなったというところがあります。あと、言ったとおり

オペレーターの方が、その辺熟練した方がいなくなってきたために、そこについて昔みたいに

ちょっときれいな除雪ができなくなってきている状況がございます。これについては、とか町

といたしましてもできれば熟練の方のいる業者については幹線道路をまずは中心にやっていた

だくとか、そういう形でなるべくご迷惑はかけないような形にしたいと思っています。ただ、

問題なのは、ことしもちょっと、状況では虎杖浜で２台重機を出していただいている方が１台

重機が壊れまして、もう１台しか出せないという形で、その辺またそこのやり繰りをどうしよ

うかということで考えております。ちょっと高齢化ということで、その対応を町としても考え

ているのですけれども、ここについては今いい対処方法を検討中、ほかの町村も同じなのです

けれども、その辺を検討しているという状況でございます。 

あと、草刈りについてでございます。この草刈りについては、ここの草刈りで 100 何万とい

う計上になっております。ただ、次のページで、一応草刈りというか道路の作業員ということ

で、一応 530 万円ほど計上しております。その中でできる限り、草刈りについては、そこで対

処できるような形で何とかしていきたいというふうに思っています。ただ、これにつきまして

も今は緊急雇用でやっていますので、これがもし草刈りとして４人今雇用しているのですけれ
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ども、これが今回も何とか１年でも雇用できれば現状の管理はできるのかと。これ以上やると

なるとちょっと難しい、金をかければできるかもしれませんが、これ以上の管理はちょっと難

しいのかというふうには考えております。 

○委員長（小西秀延君） １番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） １番、氏家です。これは私の考えですけれども、除雪業者さん、除雪

をずっと今まで手がけてきて、今岩崎建設課長が言うように熟練のオペレーターを抱えていた

業者さんがどんどん辞めていくのです。そして、残っている業者さんが自分のところにある機

械、大型機械はないけれども小さな機械でもって手分けしながらやるわけです。当然、効率が

悪くなるのは当たり前のことなのです。ここをどうしたらいいかということをやはり考えなけ

ればいけないのではないでしょうか。同じ、今まで 3,000 万円前後でおさまっていたものが

5,700 万円というお金になっていって効率が悪くなるわけですから、これも変動があるので私

も何とも言えないけれども、やはり熟練したそういったオペレーターを抱える、そして長年町

の経済にしっかり根ざして地元企業としてやってきている業者さんに対して、まちとしての何

らかの支援策がなかったらまちの除雪体制というのは成り立っていかないのではないでしょう

か。どうですか。私はそういうふうに思うのです。今までどおりのままやっていったら、除雪

業者なんてはっきりいっていなくなります。今までのやり方です。今回特に私は 23 年度のこの

除雪体制のことを見たときに、これは本当にこれから大変だと思いました。ただ、一つは道路

事情がよくないものが、例えば少しずつ十二間にしてもどこにしても道路が今整備されてきて

いるので、除雪をするための環境というのは整ってきているのかもしれない。でも、オペレー

ターというのはそんなに簡単に育たないのです。だから、今回のこの 23 年度のこういった状況

を踏まえて、やはり大きな課題意識は持たなければいけないと私は思うのです。その中で業者

を育成することと、それから業者を維持することというのが、私はすごく大切なことだと思う

のです。だから、確かにまちにはお金がないかもしれない。でも、そうした努力をしていかな

いとこれから先の冬場の、今冬場の話をするのもあれだけど、冬場の除雪、それこそ高齢者の

ためのきめ細かな除雪をしましょうと幾ら言葉で言ってもできないでしょう。私はそこをしっ

かり考えてもらいたいと思うのです。草刈りも同様なのです。確かに今の経済状況の中ではこ

れ以上は無理かもしれない。でも、確かに今町内会にお願いしたり、高齢者事業団の方々にお

願いしたりする。でも、これも私は、確かにそれはそれとしてできるところはいいけれども、

しっかりとちゃんとした業者さんがいるわけだから、そういったところにしっかりとした管理

を１年間通してやってもらうだとか、除雪も含めてです。そういったことも、やり方はいろん

なやり方があるかもしれない。でも、そういったものをトータル的に考えて、業者を殺しては

だめです。業者を生かして、そして育てて、そして維持をしていくような考え方を持たないと、

これからの除雪体制、またこの草刈りの委託という部分については私はやっていけないと思い

ますけれども、岩崎建設課長、考え方どうですか。 

○委員長（小西秀延君） 高畠都市整備部長。 

○都市整備部長（高畠 章君） 業者、これはほとんどが土木屋さん、土建業の方です。結局、
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公共事業がどんどん縮小されていって、それに伴って会社の数が減る。また、会社の従業員の

数が減る。したがってオペレーターの数が減る。そういうような形で、これは除雪だとか草刈

りに限らず、災害のときの緊急出動、こういったやはり初動で町民の生命、財産を守る。これ

は土建業にとっては本当に大きな使命を社会的に担っているわけです。そういったことを考え

ますと、これはやはり本当に公共事業がどんどん減っていった結果、やはり業者の世代交代と

ともに新たな技術が育っていかない。その一端として、やはり除雪をする業者も減る。そして、

技術を持った熟練したオペレーターもいなくなってくると。こういう現象が今白老町に限らず

どこでも起きています。実は岩見沢市さんもそうなのです。あのドカ雪で大変な目に遭ってい

ますが、これはちょっと建設業界に関係する事件があって、地元の業者がほとんど事業できな

くなったと。その結果除雪もできなくなったという経緯があります。裏では。ですから、そう

いうような形で、これから白老町の公共事業もそうそうふえる見通しというのは立てられない

ということは、これは皆さん共通の認識を持っていることだと思います。そういった中で、今

氏家委員がおっしゃるようなこの課題、いかにそういうことを守るかという部分、ここはうち

の土木技術の担当職員とも重々考えて、その方策については、ことしの冬を迎える前にどうい

うふうにするかということで今検討しております。１番大きいのは、やはり歩道がある道路と

いうのは歩道を除雪すればそこは歩くからいいのです。歩道のない道路が１番問題なのです。

これは車道部を除雪することによって、そのふちを歩くのです。ですから、初動体制が遅れる

と圧雪状態、つるつる路面の中で歩行者の方が歩くと。今課の中ではそこの部分、歩道のない

道路、これをやはり優先的にやるような方法を考えて、そしてそのふちがちゃんとつるつる路

面ではない部分を確保した、この除雪をしないとだめではないかというようなことで、今そう

いったことも踏まえながら検討しているところでございます。そして、オペレーターの技術ア

ップについては、これはやはり行政側のこまめなパトロールによって、ここはおかしい、ここ

の雪はどうして残るのだと、この曲がり角のところにどうしていつも残るのだとか、細かい指

導がやはり育てることになりますので、そういったことを踏まえて、そういう仕事に携る事業

所を育てていくという考え方でいきたいと思っております。 

○委員長（小西秀延君） １番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） １番、氏家です。町の財政面からいったら私は何も質問できなくなり

ますので、あくまで町民の立場として皆さんにお話をしているということでございますので、

ご理解いただきたいと思います。幾らどんなことを言っても、雪が降れば町民サービスに対し

ての影響が起きれば、どんなことを言っても 5,700 万円というお金を使うわけです。やらない

わけにはいかなくて、やるのです。やる以上はやはりそれだけの業者を育てていかなければい

けないということは、これは大前提なのです。公共事業は確かに少なくなってきているし、そ

れに耐えかねて自分たちの持っている重機や何かも手放したりする。そして、先ほど高畠都市

整備部長が言ったとおりです。人員削減もしていかなければならない。でも、除雪だとかそう

いったことに対して、確かに除雪も公共事業の一つかもしれない。でも、除雪や何かに対して

しっかり町としてのサポートがそこにあれば、例えば除雪だけでもしっかり受けていただける
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ような部分だとか、そういったやり方というのは、私はあってしかるべきではないかと思うの

です。どうしても冬の維持のために、そういった除雪のために大型機械を維持できなくなった

り、例えばそれを修理することによってそれだけの負担が除雪によってできればいいですけれ

ども、できないだとか。かえってそれをやることによって会社の経営を圧迫するだとか。そう

いう状況をつくり上げていくこと自体が、私はやはりそこに問題があるような気がする。どう

せかけるのだったら、やはりそういったところもしっかり企業のメンテナンスということも、

今は行政で考えていかなければいけない時代になってきているのではないのかと思います。 

公共事業が減って、建設業者がどんどん少なくなってくる。白老町に建設業者がいなくなっ

たときに、部長が今言われたように、では災害のときにどうするのですかとか、自衛隊にすべ

て任せるのですかとか、そういう議論になってしまうでしょう。そうではなくて、どうせかけ

るのだったらやはり将来的に守るところはしっかり守っていく。まちの企業をどうやって維持

していかなければいけないかということもやはり考えていかなければいけない。これを今建設

業者に特化して私は言っていますけれども、でも、そういったところが１番町民の安全、また

安心につながってくるところではないのかと思います。今回の 23 年度の除雪体制のそういった

あり方について、きょうは決算ですから、それについての課題意識を持って 24 年度のまたそう

いったものにつなげていっていただければと思いますので、ぜひそういったことを踏まえて今

後の除雪体制に取り組んでもらいたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 高畠都市整備部長。 

○都市整備部長（高畠 章君） 守る方法、業者を育成する方法、これは氏家委員おっしゃる

とおり幾つか選択肢がございます。例えば北海道であればやはり地元の土建業者もどんどん減

っているわけで、これは開発もそうですが、みずから重機を買って、そしてやっていただける

ところにリースする方法、それは北海道、それから開発がそういう手法を取ってございます。

そして、22 年度の除雪費、白老町は極めて少ない金額でした。でも、その金額でしたら車検代

も出ないのです。一方、23 年度この約 5,700 万円、このぐらいであれば儲かるのです。毎年こ

れは、どのぐらい雪が降るかわからないといった中で業者もそれを抱え続けるかどうかという

部分がございます。ですからもう一つの選択肢としては、残留保証という話もございます。こ

の部分も一応検討課題とさせていただいて、24 年度のシーズンの中で業者さんと交えた中で相

談させていただいて、今後の検討課題ということで、うちの土木のスタッフ一同、この辺を共

通認識として持った中でいかにしていくかという、そういう方策を検討していきたいと、この

ように考えているところでございます。 

○委員長（小西秀延君） 氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） １番、氏家です。私は業者さんを儲けさせるためにこんな話をしてい

るわけではないのです。同じ金をかけるのだったら、業者を殺さない維持、育成をしてほしい

ということを言っているのです。これだけは間違わないでほしいのです。私は業者さんを儲け

させるためにこんな質問をしているわけではないのです。今そんな言葉があったのでちょっと

誤解、除雪で儲けられるというような話があったので。私は、今高畠都市整備部長が言うよう
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に機械を維持できないのだったらまちで用意をすればいいのだと私は思うのです。それができ

るのであればです。そして、しっかりとした労賃が払えて、そして労務もちゃんとおさえられ

るような体制を業者ができればいいのだと私は思っているのです。だから、今はその冬の機械

を維持するために業者さんは除雪するけれども、結局その維持補修ができないような状況にな

るから機械を手放したりすると。だから決して冬場、この北海道内の建設業者さんが冬場で儲

けようなんて思っていないです。これだけは、いろんな業者さんに聞いてもそうです。何とか

つないでいきたいという思いしかないのです。だから、そこだけは勘違いしないでください。

冬の建設業者さんは儲けようなんてことは考えていない。ただ、冬場を何とか維持していきた

い。そして、それだけまちにだって協力したいと言っているのです。だから、そういったとこ

ろを少しくんであげて、これからの取り組みにしていただければと思います。 

○委員長（小西秀延君） 高畠都市整備部長。 

○都市整備部長（高畠 章君） 私のほうからも誤解を解きたいと思いますので。私も氏家委

員のご質問に対しては、本当にいい除雪をしてもらおうという、その気持ちからのご質問だと

いうこと、これは真摯にとらえてございます。私も昭和 51 年に役場に入って、６年間除雪の担

当をしてきました。ですから、土建業者さんが除雪で儲けるなんていう、そんなことは考えて

いないというのは重々承知してございます。本当にお願いをして、何とか頼みますというよう

な形で除雪していただいていると、今までずっとそういう形でやっていただいているというふ

うに認識してございますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（小西秀延君） ９番、吉谷一孝委員。 

○委員（吉谷一孝君） ９番、吉谷です。107 ページ、108 ページの部分になりますが、町営住

宅の件についてご質問させていただきます。まずは、住宅マスタープランを策定していると思

いますが、その住宅マスタープランの計画についての進み具合、その辺のところをまず教えて

いただきたいというのが一つと、あと政策空家が 27 戸ありますが、その政策空家にしている理

由についてお伺いします。 

○委員長（小西秀延君） 岩崎建設課長。 

○建設課長（岩崎 勉君） 住宅マスタープランの進行具合でございます。これにつきまして

は、平成 22 年度に策定しております。23、24 でいっておりますが、この中でいけば、今やっ

ているのは維持管理のほうで公営住宅の補修修繕をやっております。これにつきまして、国の

補助とかも得ながらやっております。これにつきましても、若干年度よりも年度が後に下がっ

ているという現状は否めないのかというふうに考えております。あと、政策空家につきまして

は、このマスタープランの中で公住を取り壊しする部分があります。それについて、少しずつ

その部分のところは新しく住む人を入れないという形で空けていって、極力そこの部分につい

て空いたら取り壊しをしていくということを考えております。あとは、その住宅マスタープラ

ンの中でまち中とか、借り上げ住宅とか、そういうことも考えておりますが、現状でいけば余

り公営住宅に入るのを待機している方が少なくなってきています。年々少なくなってきており

ますので、この状況から見れば新しく公営住宅をつくったり、借りたりするのはまだちょっと
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早いのかと、もうちょっと様子を見たいというふうに考えております。 

○委員長（小西秀延君） ９番、吉谷一孝委員。 

○委員（吉谷一孝君） ９番、吉谷です。今の理由、政策空家については理解いたしました。 

住宅マスタープランについては、少し遅れているというようなことをお伺いしました。私は、

公営住宅いろいろなところを見て回っている現状を見ますと、やはり屋根がかなり腐食が進ん

でいる部分があるですとか、一応修繕という形で入り口のドアのところはベニアでビス打ちを

して補修をしているというような形が見受けられます。今岩崎建設課長の答弁の中では申込者

数が少なくなってきたというような答弁がございましたが、ここは私とちょっと見解が違いま

す。今現在、白老町の所得が 300 万円以下の所得者がかなりの数がいると、80％、90％近くが

300 万円以下であるというような現状を踏まえますと、本来であればもう少しこの町営住宅を

利用したいというふうな人がいるかと思うのですが、現状の公営住宅、そこに申し込みたいと

いう希望が少ないというふうな、私はそういう見解でいます。やはり、生活するには住むとこ

ろというのはものすごく重要な部分でもありますし、それに対するやはり町営住宅のあり方と

いうものはもう少し考えることが必要なのではないかと。それに対しての、ただ単に住む方た

ちだけの問題ではなくて、いろいろな考え方を持った中でやはり経済に対する発揮効果である

とか、いろいろなことも考えられますので、その辺のところを考えながらこれから押し進めて

いただきたいというふうに思いますし、もう一つその住宅マスタープランがちょっと遅れてい

るということなのですが、それについて計画の見直し等はあるかどうかお伺いいたします。 

○委員長（小西秀延君） 岩崎建設課長。 

○建設課長（岩崎 勉君） 待機者の件でございます。吉谷委員の言われるとおり、町の状態

の中でいけば、年収 300 万円以下の方が多くいるということは承知しております。ただ、その

中で公営住宅というのは住宅困窮者のためのものでございます。その中でいけば、300 万円以

下の方でもそれなりに自分たちで住んでいて、公営住宅にどうしても入りたいという方がいな

いのかというふうに考えています。ただ、状況としては吉谷委員の言われているとおり、大分

古いものばかりでございます。新しい公営住宅の建設ということも計画されていたのですけれ

ども、ある程度アンケートをすると、新しい公営住宅を建てますと住宅料が上がります。住宅

料が上がるのだったら、今のところに住んでいたいとか、そういう形で新築の公営住宅につい

ては余り要望がないというふうに今のところは考えております。あと、マスタープランの進捗

が遅れているということで、この見直しについてなのですけれども、平成 22 年度に策定したば

かりなものですから、これからいくと、25 年度の状況を見て 26 年度ぐらいでちょっと見直し

もあるのかというふうに考えております。 

○委員長（小西秀延君） ９番、吉谷一孝委員。 

○委員（吉谷一孝君） 吉谷です。先ほど言われた政策空家の件なのですが、随時何カ所かは

そういうような形で空家になって使われていない部分があると思います。その辺のところの住

宅を、取り壊しをいつにするのかとか、その辺のところもある程度想定した中で今後検討して

いただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 
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○委員長（小西秀延君） 岩崎建設課長。 

○建設課長（岩崎 勉君） 政策空家として、本当に住民の方が出られた棟というのは、今２

棟か３棟ございます。これにつきましては、本当は取り壊したいのですけれども、今の状況で

はそこまでいけませんので、ふたをするというのですか、人が入らないような形で今のところ

対応しているという形でございます。 

○委員長（小西秀延君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時０８分 

                                         

再開 午後 ２時２４分 

○委員長（小西秀延君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

８款、土木費でございます。質疑のある方はどうぞ。 

３番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。100 ページ、河川管理の問題について１点だけお伺いした

いと思います。前にウトカンベツ川の土砂の堆積、それから雑木が生えて浅くなっていること

を話して、掘削が必要ではないかという話をしました。最近の気候というのは、津波だけでは

なくて洪水の心配も両方しなければならなくなったのではないかと。どこの川もそんなふうな

状況なのかという気もするのですが、特にウトカンベツの場合、陣屋の緑大橋から川下に向か

って公営住宅の横を通って流れている川で人家がそばまで来ているということで、豪雨のとき

がすごく心配だということなのです。その話をしたときにこう言われたのですけど、河川の掘

削はすごく金がかかるということや、それが流れこんでいる白老川そのものが埋まってきてい

るということで、そこからやっていかなかったらどうにもならないというような話が、かなり

難しいという話があったのです。それで、大分浅くなっているのですけれども、掘削が難しけ

れば立っている木の伐採だけでもお願いできないかという話はしたのですけれども、そこの部

分の調査なんかをやっておられるかどうか。その１点聞きたいのですが。 

○委員長（小西秀延君） 岩崎建設課長。 

○建設課長（岩崎 勉君） ウトカンベツ川の堆積と流木の関係でございます。それについて

は、前の議会でご意見がありましたので、現況の調査はやっております。その中で、今年度予

算の中で対応ということで、陣屋通りの橋から下流側に 60 メートルぐらいの流木の伐採とかを

まずはやっております。できれば、予算がある範囲以内で少しずつやっていきたいというふう

に考えています。あと、堆積した土砂につきましては、今何とか補助事業の中で対応できない

かということで調整しているところでございます。 

○委員長（小西秀延君） ３番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。調査をしながら、現状を見て、そういう補正を組みながら

でもやらなければならないということ、それだけ聞けばそれであとやってもらえると。ただ、

本当に立っている木を削るだけでも相当幅が広がるのです。現在はつくったときから見ると３

分の１はもう埋まってしまっているのです。この間森野で 730 ミリの雨が降ったという、あの
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報道があったときにやはり心配になって見に行ったのです。そうしたら、川が違うのだそうで

すね。森野は白老川で、それよりずれるとウトカンベツのほうへ来るのだけれども、ところが

ウトカンベツは距離が短いためにどっと降ると、どっと水が出て引くのも早いけどもふえるの

も早いという、そういう特徴を持っているのだそうです。あのあたりは。そしてもう一つ気に

なるのは、あそこは強制的に曲げた新ウトカンベツ橋のところで、急激に曲げた川ですから、

川というのは豪雨がきたときに元へ戻るといいますね。そうすると人家がすごく怖いわけです。

ですから、何とかあそこだけはきちんと見てもらわないとだめかというふうに思っています。

金がないのだったら、本当に立ち木を切るだけでも大分違うだろうと思いますので、これはや

はり住民の危険にかかわる問題ですので、そこら辺よろしくお願いしておきます。話を聞いて

やってくれるということであれば、それで結構でございますので。 

○委員長（小西秀延君） 岩崎建設課長。 

○建設課長（岩崎 勉君） あそこの現況を確認して、やはり流木も切るべきだということを

確認しておりますので、予算のつく限りはやっていきたいというふうに考えております。 

あと、堆積した掘削については、言ったとおり危ないという状況を官庁にお願いしまして、

早急に補助事業で取り扱いできるような体制にしたいと思っています。 

○委員長（小西秀延君） ほかございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

続きまして、９款消防費に入ります。主要施策等成果説明書は 110 ページから 114 ページま

で、決算書は 144 ページから 149 ページです。質疑のあります方はどうぞ。 

12 番、本間広朗委員。 

○委員（本間広朗君） 本間です。114 ページ、（４）自主防災組織活動支援事業について伺

います。まず、23 年度の組織率が 70.2％、前年度は 40％ぐらいだったか。これは東日本大震

災の関係でいろいろそういうことで組織率もふえたのかという、まちの取り組みもあろうかと

思います。今 70.2％なのですが、このほか組織しない世帯というか、そういうところもあると

思いますが、その組織しない理由が何なのか。まちのほうで押さえていることがあれば伺いた

いと思います。 

○委員長（小西秀延君） 畑田防災危機管理室長。 

○防災危機管理室長（畑田正明君） 自治防災組織の組織率ということで、組織していない理

由ということです。現在組織していない理由というのは特に聞いていないのですが、その町内

会によって、まだそういう町内会で役員会とか、そういうのを開いてこれから決めるとか、そ

ういうような状況の町内会が結構多くあります。町内で今 70％ということで、今後これからま

だ未加入のところに町の広報を通じて加入の促進をしている状況です。 

○委員長（小西秀延君） 12 番、本間広朗委員。 

○委員（本間広朗君） 本間です。これからぜひこの 70％を、これからふえるようになるかと

思いますので、これはぜひまちのほうでできるだけバックアップしてやっていただければと思
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います。それと、今後これからやはり一時避難場所の設置とか、そういうのに関してもいろい

ろまちでもやっていかないとだめだと思いますので、できるだけ早く、本当であれば 100％組

織していただいて、そういう避難場所とかの整備もこれからまちのほうでやっていくと思いま

すので、ぜひお願いしたいと思います。 

それと、ここにはないのですけれども、先月Ｊアラートの何か不具合が全国でもいろいろあ

ったのですが、本町のＪアラートはどうだったのか。その辺を聞いて、簡単ですがこれで終わ

りたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 畑田防災危機管理室長。 

○防災危機管理室長（畑田正明君） 全国一斉で訓練ということでやりまして、９月 12 日に実

施しております。それで、10 時と 10 時 30 分に２回試験放送をしてございまして、新聞等で１

回目が聞こえなかったとか、２回目が聞こえなかったというような報道もされていますが、白

老町においては２回とも、各 49 カ所あるのですが、そのうち 30 カ所ほどに職員に協力をお願

いして配置しまして、そこで確認して帰ってきたのを聞きますと、みんな全部聞こえたという

ような情報をもらっていまして、白老町においては聞こえなかったということはなかったとい

うことでございます。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑をお持ちの方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

次に、10 款教育費に入ります。主要施策等成果説明書は 115 ページから 142 ページまで、決

算書は 148 ページから 167 ページです。質疑のあります方はどうぞ。 

８番、広地紀彰委員。 

○委員（広地紀彰君） ８番、広地です。１点だけです。117 ページ、10 款教育費、４目指導

厚生費の（１）教職員研修経費にかかわってです。こちらのほうには白老町教育研究会、いわ

ゆる町教研や公開授業研究がなされているみたいで、大変努力されているというふうに思うの

ですけれども、教育研究所だとか道立の教育研究所のほう、そしてへき地複式教育連盟にも加

盟しているので、そういった各種研修事業にかかわって、こちらのほうに参加の実態があると

いうふうに感じていたのですけれども、そちらのほうの予算措置というのは町費からはなかっ

たのでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 古俣教育長。 

○教育長（古俣博之君） 今ご質問のありました、胆振教育研究所のほうには、管内の研究所

を持たないところ、苫小牧、それから室蘭以外はすべてここの胆振教育研究所のほうに加入し

まして、それぞれ研究公開授業等の研究委託も受けております。道研のほうは、これはすべて

の教員が加入だとか、そういうふうなことではないのですけれども、権利は道研に行って研修

を受ける権利があります。それで、４月の段階に研修計画が道研のほうから出されて、それで

個人的に校長の承認を得まして研修に参加しております。 

○委員長（小西秀延君） ８番、広地紀彰委員。 
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○委員（広地紀彰君） 仕組みについては理解しました。それで、若干まだ白老のほうの実態

すべて承知していないのですけれども、23 年度における、いわゆる道研に対して参加した教職

員の方の人数、またへき地複式も胆振であると思いますので、胆振で研究大会等がもし行われ

ていれば、それに対して参加した人数等把握されていればお尋ねします。 

○委員長（小西秀延君） 五十嵐教育課長。 

○教育課長（五十嵐省蔵君） ただいまのご質問でありますが、手持ちで資料がありませんの

で、後ほど答弁させていただきます。 

○委員長（小西秀延君） ３番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。２点お伺いします。120 ページと 121 ページ。120 ページの

小学生の健診受診数が出ております。124 ページに中学生の受診率について、その数だけは書

いてあるのです。この受診の結果をちょっと知りたいのですが、受診の結果として白老の子供

たちは身体的な特徴として、小中別にどのように指摘されているのか、判断されているのか。

そのことが、指摘があれば、白老の子供たちはどこが悪いのか、一般的だとか、多いだとか、

少ないだとか、そういう結果というのは出ていると思うので、それらについて、白老町の子供

たちの特徴について教えてほしいというふうに思います。 

それから、121 ページの学校耐震化事業ですが、学校耐震化事業 23 年度で見ますと緑小屋体

で 269 万円、そして白中の屋体で 323 万円経費がかかって実施したということなのですが、耐

震化をやらなければならないということで、あっちやりました、こっちやりましたと、ばらば

らに話が聞かれて、どこを直して、どこが残って、どこがどうなっているかが行動的にちょっ

とつかめないでいるのですが、この 23 年度のこの時点で耐震化をしなければならない数に対し

て何％の耐震化率になったのかというのを教えてほしいことと、それから、必要があってまだ

未実施の部分というのがどれだけ残っているのか。一つの学校でも体育館が必要だとか、それ

から校舎のほうが必要だとか、ばらばらにあるものですから、いっぺんにはそれが実行されて

いないわけで、あと残っているものはどこなのだということを明確にしてほしいのですが。 

○委員長（小西秀延君） 五十嵐教育課長。 

○教育課長（五十嵐省蔵君） まず、２点目の耐震化の関係についてお答えいたします。耐震

化率と未実施の部分というご質問でありました。それで、今年度につきましては緑小の屋体と

白中の屋体の耐震化工事をやっております。それを含めますと、小学校においては率でいきま

すと 55％、中学校につきましては 72.7％となります。それで、中学校につきましては来年３中

学校が統合されますので、それが統合されますと虎杖、竹浦が閉校となりますので、それにな

りますと 85.7％となります。それと未実施の学校についてでありますが、まず白老小学校校舎、

屋体、それから緑丘小学校の校舎、それから萩野小学校のグラウンド側の２階建て校舎と平屋

建ての校舎、それと竹浦小学校の校舎です。あと、竹中につきましては統合されますので、未

実施の分については、今答弁したとおりとなります。 

あと、１点目の健診結果の受診の白老町の特徴についても、今手持ちの資料がありませんの

で後ほど答弁させていただきたいと思います。 
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○委員長（小西秀延君） ３番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） わからなければ仕方ないのですけれども、これは家庭の状況だとか、

それからそのまちにかかる専門医がいるとかいないとかで、ずっとかかるというものというの

が変わってくるのです。歯が悪いのが多いとか、目が悪いのが多いだとか、それからのどの何

か甲状腺がだめだとか、そういうような特徴的なものというのは極端にあらわれるのです。だ

からそういうものがないのかどうなのか。病院との関係などで知りたいと思ったものですから、

ぜひ教えてほしいというふうに思います。 

耐震化のほうなのですが、今お話されたのは、23 年度分でこれだけのパーセントということ

ですね。24 年度は含まれていない数字ですね。実際に、小学校が 55％というのはやはりかなり

の数で残しているという感じがするのです。屋体は、あと残っているのは、24 年度では萩小と

緑小は 24 年度にやることになっていましたね。そういう説明を受けていたと思うのですが、屋

体で残っているのは白小だけですか。あとは今言われなかったのですけれども、あとは大体小

学校すべてが校舎というふうにとらえていいのでしょうか。それで、中学校は統合するという

ことで、統合してでも 85.7％ということは、あと残りはどこになるのですか。そのあたりがよ

くまだ見えないのですけど。 

○委員長（小西秀延君） 五十嵐教育課長。 

○教育課長（五十嵐省蔵君） まず耐震化の１点目です。小学校の屋体の関係であります。小

学校の屋体につきましては、耐震化されていないのが白老小学校の屋内体育館であります。そ

れと萩野小学校の屋内体育館もまだされてはいませんが、今年度実施設計をかけまして来年度

以降の建設となりますので、それをもし耐震化に入っているとすると、白小の屋体だけという

ことになります。小学校の屋体につきましてはです。 

あと、中学校の耐震化で残っているのは白中の校舎になります。それだけになります。 

○委員長（小西秀延君） ３番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 大体状況としては何だかつかんだような、つかんでいないような、ち

ょっとわからないのですが。ただ、これは一遍に解決ができないのだ、相当に金がかかるもの

で、順次計画的にやっていかなければならないということは前から聞いてわかっているのです

が、子供が住んでいる以上、どのぐらいまでにやるのだという計画というのはきちんと全部立

ててあって、何年には全部終了いたしますということになっているのかどうなのか。その有効

期限と、それから、相対的な金額がわかれば、あとこのぐらいかかるのだということがおおよ

そでもいいからわかれば教えてほしいということ。 

あともう一つは、子供が住んでいるということで、もう一つ念のために聞いておきたいので

すけれども、保育所だとか幼稚園、そこの耐震化というのはどこが責任を持つかちょっとわか

らないのですけれども、この状況というのはどうなっているのか。そして幼稚園、保育所の耐

震化率というのはどのぐらいになっているのか教えていただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 五十嵐教育課長。 

○教育課長（五十嵐省蔵君） 小中学校の耐震化につきましては、22 年に策定しまして、耐震
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化推進計画に基づきまして進めているところであります。それで、国のほうは、今出されてい

るのは平成 27 年度までに耐震化を終わりなさいということで、地震防災対策特別措置法によっ

て補助等も優遇されているところであります。 

それで、財源の話でしたが、これから以降の分と今時点終わった分、それから、これから以

降の分ということでまだ整理しておりませんが、６月にも耐震化のご質問がありましたが、来

年、計画の見直しを考えておりますが、推進計画の中では平成 30 年度までで、総額で小中合わ

せて事業費の総額約８億円と計画の中ではなっております。 

○委員長（小西秀延君） 坂東子ども課長。 

○子ども課長（坂東雄志君） それでは、保育園と幼稚園の耐震化の関係ですけれども、耐震

化の対象となっているのは私立保育園１カ所のみです。緑丘保育園です。 

もう１点のご質問ですけれども、私立保育園の耐震化についての責任ということになります

と、保育園の運営自体は私立保育園が運営主体でございますのでそちらのほうになりますが、

ただ、保育行政ということから考えていきますと、町も当然そこの部分での指導機関でござい

ますので、今後そういう耐震化の問題が生じた場合には協議していくことになると思います。 

○委員長（小西秀延君） ５番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） ５番、松田です。簡単な質問なのですが、142 ページの学校給食セン

ターのボイラー保守点検。何を聞きたいかというと、平成 21 年に学校給食センターのボイラー

の給湯管が大変危険だから整備しなければだめだと、こう言って 22 年の３月に取り下げており

ますが、大変危険で財政も厳しいけれどもやらなければだめだ、こう言って提案したのですが、

あれから３年になりますね。あの給湯管の整備をしたのかどうか。 

○委員長（小西秀延君） 葛西学校給食センター長。 

○学校給食センター長（葛西吉孝君） 松田委員からの給湯管の整備のご質問でございます。

現在、その後の給湯管の整備はしてございません。朝晩目視になりますけれども、作業前、作

業後ということで私どものほうで確認をしてございます。それと、私も４月に行ってからその

辺が、やはり調理の安全確保という意味で配管業者のほうとどんな形で点検、それから応急処

置的なものになるのかもしれませんけど、そういった手当ができないかどうか今協議している

段階でございます。 

○委員長（小西秀延君） ５番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 私はこの質問をもう２回ぐらいしているのです。財政的に苦しいけど

しなければならない。それからもう一つは、あの頭の上を通っている管ですから危険なのだと、

どうしてもしなければだめなのだと。こう言っていたのを学校給食センター、今防災センター

という名前なのですか。これを計画したから、二重の費用になるからまだしていないのだとい

うのが、たしか前回の答弁だったと思います。命にかかわるからと言って、しかも大変厳しい

けれども直さなければならない、こう言った言葉は何だったのですか。今目視で点検、見てい

る。パイプの外側目視で見てどうなるのですか。パイプの腐食というのは内側が薄くなってく

るのです。圧がかかっているのではなく、お湯が流れて薄くなるのです。ですから、目には見
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えない。一たん、３年前に今危険なのだと言って、３年してまだだったら、３年前の目視でや

ったというのは、これはうそだったのですか。議会に対して言った言葉はうそだったのですね。

３年もたつのだから。危険だと言って、財政が苦しいけれども直さなければならない、皆さん

賛成してくださいと言ったのです。それが３年経ってまだ目視でやっています。あの給湯管が

どうして目視でわかるのですか。これは絶対わからないと思います。それを今３年たって、命

に変えられないと言ったのはうそだったのですか。 

○委員長（小西秀延君） 辻教育部長。 

○教育部長（辻 昌秀君） 以前に蒸気管の改修の予算を計上し、また取り下げた経過、松田

委員の質問のとおりでございます。以前から蒸気管については老朽化しているということで、

蒸気漏れもピンホール程度の、そういう兆候も出てきて、そういう面ではやはり蒸気ですから

安全の面で非常に不安があると、そういうことで平成 21 年度にそういうような予算措置をした

と、そういうような経過になってございます。ただ、ご質問にもありましたように、その後改

修の補助金についてある程度めどが立ってくる中で、そこの部分については現実にピンホール

程度の蒸気漏れというのも決してないわけではないのですけれども、日々の確認、点検の中で

細心の注意を払いながら、現在何とかもたせているという状況でございます。今後につきまし

ても、ここの部分についてはやはり最新の注意を払いながら、点検方法も専門業者の指導を仰

ぎながら十分やる中で、建設が終わるまで何とか対応していきたいと考えてございます。基本

的には、先ほどもご説明しましたけれども、やはりピンホール程度の蒸気漏れというのが現実

的にございましたので、それについてはやはりそういう不安材料があったというとらえ方の中

で、やはり必要性は、当時議論してそういう予算計上したというふうにとらえてございます。 

○委員長（小西秀延君） ５番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 言っていることは、何を言っているかわかるのです。危なくて不安だ

ったのですね。では、子供が病気をしたときに、今風邪薬を飲ませなければならないけれども

風邪薬がないと。不安だったけれどもそのままにしておくのですか。どんな手配をしてでも風

邪薬を持ってきて飲ませるでしょう。熱が上がっていたら。鉢巻きもして熱を下げるでしょう。 

それからもう一つは、給湯管が目視で見ていた。それから蒸気が漏れていた。蒸気が漏れて

いたのはつなぎ目でしょう。パイプが腐食したら、これは漏れではなくて破れというのです。

ですから、この蒸気漏れというのはつなぎ目ですね。管のつなぎ目、ねじ。これを１回漏った

ものを３年してまだ漏らないのですか。だから私は嘘でしょうと言っているのです。命にかか

わると言ったものが、蒸気漏れしていて３年経ってどうしていいのですか。こんなことになら

ないでしょう。今言ったように、危なかったら、私は危険であれば給食センター建てる、建て

ない抜きにして直すべきだと、こうも言っています。議事録読んでください。ですから、そう

いう目視とか何とかと、そんないい加減な話を言ってもだめなのです。私には通用しません。

そんなうそを言っても。ですから、それだけ財政が厳しいからと言うのだったら、私はあの学

校給食センターは 10 年すれば、23 年度に産まれた子供 81 人です。では、いずれ 700 人の子供

になるのだから、今財政も厳しいからあと６、７年待ったらはと何度も言ったでしょう。それ
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がどうですか、学校給食センター、またこのごろ実施設計がどうなっているか知らないけれど

も、先日もまた１年遅れると言っていましたね。新聞に書かれていました。26 年が、もう１年

延びるようなことを。では 27 年までその給湯管はそれでいいのですか。たしか 370 何メートル

かえるとあのとき言ったのです。700 何メートルでしたか。どちらかです。それだけかえると

言って、危険だというやつ、働いている人方が危険だというやつを３年たって目視で見ていま

すなんてばかな話があるのですか。議会を、町民をばかにしないでください。そういう身の危

険の下にあって。私は、ですから一日も早く、金ではない、命でしょうと言って、かえるべき

でしょうと言ったでしょう。何の話ですか。だから、言葉は悪いけれども、うそを言ったとし

か言いようがないのです。もう１回答えてください。 

○委員長（小西秀延君） 辻教育部長。 

○教育部長（辻 昌秀君） 当時の配管の状況としては、やはり一部にそういう症候等もある

という判断の中で、全面的な更新という、そういうような判断を当時したのかと思います。た

だ、現状はこれまでの推移の中で丸っきり取りかえる必要がないかというと、そうではないの

ですけど、部分的な対処の中で、現実には持たせていると、そういうような状況でございます。

ここの部分は、３年前の状況と基本的には変わりませんけれども、現在何とか維持していると、

そういうような状況でございます。今後につきましても、当然そういう兆候が出てくる部分を

事前にあれば、その部分については対処しながら、改修が終わるまで現在の状態で何とか維持

していきたいと考えてございます。 

○委員長（小西秀延君） ７番、 委員。 

○委員（ 君） 139 ページ、スポーツ団体支援事業経費についてお伺いいたします。

これにつきましては、たしか 23 年度の予算を見ましたら、児童生徒スポーツ大会派遣費 30 万

円だったのですが、実際の決算は 225 万円になっているのですけれども、各少年少女また生徒

のスポーツ大会に派遣に行くに当たって、道内の派遣と道外の派遣のお１人当たりの費用とい

うのですか、それと宿泊とかがありますね。そういうような基準はどういうふうになっている

のでしょうか。その辺をまずお聞かせください。 

○委員長（小西秀延君） 五十嵐教育課長。 

○教育課長（五十嵐省蔵君） ただいまのスポーツ団体の支援の関係ですが、児童生徒のスポ

ーツ大会派遣につきましては、当初予算 30 万円と計上しましたが、白中が全国大会に行ったと

いうことで決算では 225 万円幾らになっております。それで、道内、道外の基準ということで

ありますが、宿泊料につきましては道内については 4,500 円、それから、道外については 5,500

円となっております。また諸経費につきましては、道内につきましては１泊 600 円、道外につ

いては 800 円となっております。 

中体連とスポーツの団体支援につきましては、児童生徒の文化活動及びスポーツ大会派遣費

等助成要綱がありまして、それに基づいて支出しております。 

○委員長（小西秀延君） ７番、 委員。 

○委員（ 君） 私は、これについて金額が多くなったからどうのこうのという話では
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なくて、反対に、やはり白老の児童生徒たちは、この白老のまちはスポーツ宣言都市でありま

すから、やはり全道大会、全国大会へどんどん行って活躍してほしいという気持ちで質問をし

ているわけなのですけれども、正直言いまして指導者の方々も大変だと思うのです。子供たち

が勝ってくれれば勝ってくれるだけ嬉しいのですけれども、はっきり言ってボランティアでや

っているわけなのです。そこの中で、なかなか役場のほうでこの派遣費というものが最初から

少なく組まれているわけなので、それで結局先に大会はどんどん進んでしまいますから、先に

行っていると。お金のほうはややしばらくたってからでないとこないと。こういう状況が随分

何年も続いているような気がするのです。毎度、予算と決算を見るたびに、随分遅くならない

とお金が出ないと。やはりその辺は非常に、スポーツをやっていらっしゃる、もちろんお子さ

んとか家族というのは自分の子供のことですから一生懸命でしょうけれども、実際にそういう

スポーツをやっている方々にとってその辺負担になっていないのかどうなのか。実際に申請し

てから支給されるまでどのぐらいの月日というのですか、日数がかかっているのか。その辺を

詳しく教えてください。 

○委員長（小西秀延君） 辻教育部長。 

○教育部長（辻 昌秀君） 先ほど五十嵐教育課長が申し上げた、要綱に基づくこのスポーツ

文化の助成制度でございますけれども、この制度は国、道のそういう基準に基づく制度ではな

くて、白老町独自の単独の施策として要綱を設けて実施している、保護者等の経済的負担の一

部軽減、そういうことを目的に町の施策として実施しているものでございます。実際、全道大

会、全国大会にどの程度出場するかというのは、年度当初なかなか把握しきれないと。そうい

う中で、限られた町の財源の中で、まずは当初予算でこの 30 万円措置したという部分でござい

ます。決してその予算の中で最後まで運用するということではなくて、西田委員ご指摘のよう

に増額の補正等で対応してございます。ただ、支払いの部分においては、やはりどうしても補

正予算を待たなければ支出できないと、そういう状況がございますので、そこのところはご理

解いただきたいと思います。最近の事例では、補正予算、９月議会を通ってから実際執行する

というものもございますので、どうしてもタイムラグが出てくる部分については、そういう単

独施策の限られた財源の中の事業ということでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 五十嵐教育課長。 

○教育課長（五十嵐省蔵君） １点補足ですが、どのぐらいの期間で支出されるのかというご

質問がありましたが、先ほど申しましたように、スポーツ団体の支援派遣につきましては当初

予算 30 万円、それから、中体連につきましては当初予算 70 万円を持っているわけなのですが、

その予算の範囲内であれば申請していただいて２週間程度では支出をしております。ただ、先

ほど辻教育部長が申しましたように、予算の関係で一般的に大体６月、７月、８月ですので、

９月議会を待って支出という場合もありますので、ことしについても何団体かにはご迷惑をか

けたというのは実態であります。 

○委員長（小西秀延君） ７番、 委員。 

○委員（ 君） もともと白老町というのはすごく、スポーツ宣言都市ですから、スポ
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ーツを一生懸命頑張ろうという宣言をしたまちなのです。そこに当初予算が 30 万円しか組まれ

ないというのがやはりちょっと問題なのではないかと思うのです。これは町長にもぜひ申し上

げたいのですけれども、町長は青少年の育成ということで、それを公約の一つとして掲げてい

らっしゃるのですから、確かに予算はないです。ないですけれども、少なくても 100 万円や 150

万円くらい、子供たちが全道大会、全国大会に行くだけの力を持っているのだということをわ

かっていらっしゃるのですから、本当に教育ということでしたら、目に見える形のこういうと

ころに最初からある程度きちんと予算をつけておいて、そして９月の補正で組むのだったら、

９月までの部分は何とか確保しようと。残りの９月の補正のときには、その後半の部分で何と

かカバーできるだけの、そういう予算的な措置を組んでいくべきではないかと思うのです。そ

れでないと、やはりスポーツ宣言都市としてちょっと恥ずかしいのではないかと、私は個人的

かもしれませんけれども、そのように感じておりますけれども、お考えはいかがでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 予算づけの問題なので、私のほうからお答えさせていただきます。

今スポーツ都市宣言というお話がございましたけれども、ここの部分で支援するのはスポーツ

に限らず、文化活動も含めて、子供たちが全道、全国大会に出場した場合に支援しましょうと。

予算づけは確かにある程度予測できれば、先ほどの除雪の話ではないですけれども、ある程度

予測できれば、事例として、次年度全国大会行きますという部分がわかっていればもう当初か

ら見ているのですけれども、なかなかある程度全額をつけるというのは、当初予算の段階で果

たしていかがなものかというふうな思いで、通年 30 万円程度をつけさせてもらっています。た

だ、予選を勝ち抜いて全道行きます、全国行きますとなれば、ある程度期間をその間要します

ので、その間については今通年議会もやっていますので、なるべく保護者の方にご迷惑をかけ

ないような形で補正予算をお願いするというような手法で、当初予算で見るかどうかは別にし

て、ご迷惑をかけないような形で予算づけはしていきたいというふうに思っています。 

○委員長（小西秀延君） 五十嵐教育課長。 

○教育課長（五十嵐省蔵君） 先ほどの答弁漏れについてお答えさせていただきます。広地委

員からご質問のありました、道教研の参加状況ということでありますが、これにつきましては

学校から直接申し込んでおりますので、教育委員会ではつかんでいないというのが実態でござ

います。また、へき地複式研究大会につきましては、白老町からは７人出席しております。 

あともう１点、斎藤委員のほうから健診の関係で、白老の特徴的なことということでご質問

がありましたが、内科につきましては特徴的なものは特にないという、全国と同じだというこ

とです。それから、歯科につきましては、白老町におきましては、昭和 61 年に３、４％だった

虫歯のない児童生徒が、近年では小学生は 25％程度、中学生が 45％程度と増加していると。そ

れで、小学生の処置完了者は約２割、多いときは３割程度で、これについては余り大きな変化

はこのごろ見られませんと。それと、全国的にも処置完了者に関しましては同じ傾向でありま

すと。それと、白老町は小中比べると、中学生のほうが処置完了、それから虫歯なしが多いと

いう状況であります。 
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○委員長（小西秀延君） ４番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） ４番、大渕です。一つは、昨日もちょっと聞いたのですけれども、決

算書の関係で、教育委員会の費用の中でも、決算書の 148 ページの教育総務費、それと 158 ペ

ージの公民館費、これが補正予算の金額よりも不用額が多くなっているのですけれども、この

理由は何でしょうか。これがまず１点です。 

それから、続きましてもう一つ、学校の閉校後の維持管理なのですけれども、森野小中学校、

それから今は高齢者学習センターで使っている定時制高校、それから飛生小学校、ここの耐用

年数が、正確でなくても結構です。耐用年数がどのくらいで、あとどれぐらい持たせるつもり

で、使うつもりなのかどうかというあたりなのです。それは、前から私は何度もこのことを聞

いているのだけど、それはどういうことかというと、竹浦の今度は中学校が空くということも

ありまして、私は白老の中でのそういう建築物のランニングコストといいましょうか、そうい

うのが財政圧迫に非常に影響を与えているのではないかという気がしているのです。もちろん

使っている人がいるわけですから、そこ出ていきなさいというわけにはいきません。しかし、

森野のような状況がございますので、そういう方向づけ、今のままで全部のものを直して使っ

ていくなんてことはとても、誰が考えても難しいと思うのです。どういうような方向で将来考

えているのか。去年の予算は去年、ことしの予算はことし、来年は来年というのではなくて、

やはりこの学校跡地については、これはここで終わりにして、これはこっちに移して、そして

使うとか、壊してしまうとか、土地を売るとか、何かそういうものがないと私はだめなのでは

ないかと思うのです。そういう従来の延長線上的な考え方ではなくて、ちゃんとした年次計画

を持って、そういうものを減らしていくなら減らしていくというようなことを考えるべきだと。

それについては、竹浦の跡地の利用方法も含めて、虎杖中についてはそういうことですからい

いですけど、そういうことも含めてどのような決算と、これからの方向についてどう考えてい

るのかというあたりを伺いたいと思います。 

もう１点、ちょっと私の記憶違いかもしれませんけど、蔵に対して補助金が前には出ていた

のではないかという気がどうも私はしていたのです。決算書を見ると屋根の改修費はあるのだ

けれども、蔵に直接出ているのが探しきれないのです。だからないのかと思っているのですけ

ど、蔵には直接出ていなかったら出ていなくて結構ですけど、それはないのでしょうか。何か

前は出ていたような気がしたものですから。 

もう一つだけ、最後。一般質問で聞いたのだからそれ以上深く聞かないけど、体育協会と文

連協は合併したほうがいいのではないかという意見を言いました。一般質問のときは、ちょっ

としただけのコメントをいただきました。だけど、どうも調べると登別なんかもそういうふう

にしているとか、結構大きなところもそういうふうにしているのです。やはり、どう考えても

私は合理的に運営するには、そういうことが今必要ではないかと。例えば人材なんかも文化関

係で活動している中で日体大出て非常に能力あると思えるような人も実際にいらっしゃるので

す。何か新しい運動、白老の発祥の地のやつをやって一生懸命頑張って全国を渡り歩いてやっ

ている人もいるのです。私はそういう人が体協でどうして働かないのかと。それは体協の人も
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いるから余りそういうことを言ってはだめかもしれないけれども。個人ではなくて、そういう

人材育成や合理的な運営を考えたときに、私はやはりもう文化協会と体育協会は一致させるべ

きではないかと思っているのだけど、そこら辺もうちょっとコメントいただければと思います。 

○委員長（小西秀延君） 五十嵐教育課長。 

○教育課長（五十嵐省蔵君） たくさんのご質問で漏れもあるかもしれませんけど、漏れた分

は辻教育部長が答えてくれると思いますので。まず１点目の不用額の関係であります。教育総

務費が不用額ということで 170 万円ほど出ておりますが、これにつきましては、小中学校の維

持管理費、運営費、振興費も含んだ額になっております。それで、大きなものにつきましては、

例えば教職員住宅の管理経費で修繕費が 30 万円程度不用となっているもの。それから、あとは

118 ページの特別支援教育の関係で、これは特別支援の臨時職員になるわけですが、インフル

エンザとか学校閉鎖、学級閉鎖によって 40 万円ほど、要するにその分賃金が浮いた分ですとか

になります。大きく言いますとそれです。それから、公民館費で不用額が出ているのですが、

これにつきましては 22 年度の国の臨時交付金がありまして、23 年度に繰り越した事業であり

まして、公民館関係の備品購入がありました。それが、ほかの備品購入ということで、単品で

額も少ないということで、ほかの事業のしわ寄せ事業と言ったらいいのでしょうか、ほかを集

めた事業ということで繰り越した事業でありますが、これについて 130 万円ほど、それをやっ

たことによって一般財源が 130 万円残ったということで、これにつきましては、当然ほかの備

品を購入ということも考えましたが、そのまま不用額で、財政状況も厳しいということで落と

したということになっております。 

あと、学校施設の耐用年数というご質問でしたが、例えば高齢者学習センターにつきまして

は、昭和 33 年建設です。それから、森野の学校につきましては、古いほうで昭和 38 年、飛生

のアートコミュニティーの学校につきましては、昭和 24 年の建設であります。一般的には木造

は大体 40 年から 50 年という耐用年数で、コンクリートにつきましては 60 年と言われておりま

すので、それを考えると耐用年数はもう限界にきているのかと考えております。 

それと、蔵の補助金でありますが、蔵の補助金につきましては、128 ページに社会教育総務

費の中に（１）社会教育行政事務経費 436 万 5,330 万円がありますが、この中に 13 委託料 427

万 8,000 円、これが蔵に対する社会教育事業の委託事業となっております。 

あと、体育協会と文連協の合併というお話でしたが、体育協会につきましては、来年度の法

人制度改革によって、今進めているわけなのですが、その中でも話は出てきております。今後、

体育協会と体育協会のスポーツ振興のあり方ということで６月議会にもお話ししたと思うので

すが、それも含めた中で、話としては出ているという状況ではあります。検討は当然していか

なければならないと考えております。 

○委員長（小西秀延君） 辻教育部長。 

○教育部長（辻 昌秀君） 私のほうから若干補足させていただきます。まず、補正と不用額

の関係ですけれども、目単位で考えると補正額以上の不用額が生じていると、そういう部分は

ございますけれども、目の中にさらに事業があって、さらに具体的な執行の単位の節があると、
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これは燃料費とかそういう部分です。そういう中において、決して不用額が残った具体的な執

行の単位で補正しているということではなくて、トータルその目の中の別な形の中で必要なも

のがあって補正していると。ただ、残っているものについては、燃料費等ぎりぎりまで把握で

きないもの、また最終的な部分でちょっと整理が若干漏れたもの、そういうものだということ

で一つご理解いただきたいと思います。 

あと、廃校後の部分の関係でございますけれども、方向性という部分で、先ほど五十嵐教育

課長のほうからもお話ししましたけれども、ほとんどの大渕委員ご指摘の施設については、木

造の施設で一般的な耐用年数が過ぎているものでございます。その中で、例えば飛生小学校に

ついては、基本的には、これは普通財産として、教育財産ということではなくて普通財産とし

て財産の行政目的を切りかえして、それで芸術集団に対して、基本的には自分たちでそこの部

分は使っていただくと。そういう中での活用ということでの契約で現在活用していただいてい

るという部分でございます。高齢者学習センターにつきましては、これは教育委員会の事業と

してやってございますので、今後これについて老朽化に対してどうするかというのは、やはり

この高齢者大学活動等を進めていく上での一つの大きな課題であると、そういうふうにとらえ

てございます。あと、森野の学校につきましては、ふるさと体験館ということで平成 23 年度ま

で、これは指定管理の中で運営してまいりました。ただ、利用の減少等もあって、現在休館し

ているという状況になっております。森野の体験館につきましては、果たしてこの条例で定め

ている体験館の目的で今後休館のままにすることがいいのかどうか内部で議論していまして、

場合によっては処分して逆にこの数を減らしていくと、そういうようなことも現在検討してい

るという状況でございます。そういう部分では、やはり整理できるものは基本的に整理してい

きたいという考え方でございます。ただ、竹浦中学校につきましては、これは中学校の学校の

適正配置という中で最終的に閉校ということになりました。次の段階として、小中学校の適正

配置という大きな方針もございますので、この中で小学校の部分についても今後検討していく

と、そういう中において活用ができないかどうか、教室の数の問題等もございますので、そう

いうことも含めて、当面現状のまま、まずは管理といいますか、おきながら、この竹浦中学校

の活用については引き続き検討していきたいということでございます。 

あと、体育協会、文連協等の統合の部分で、登別の事例等も含めてご質問がございましたけ

れども、実は登別の団体としては財団法人でスポーツと文化と、そういう目的を持った財団法

人が市のいろいろな市民会館的な施設とか、体育館とか、そういう施設管理を行っているとい

うことでございます。ただ、各スポーツ振興という部分では、単位協会が集まった、体育協会

とはまた別に存在します、登別では。そういう部分では、こういうやはり体育協会を持つ、現

在指定管理の事業も行っていただいておりますけれども、スポーツ振興の部分、ここの部分を

単位協会を含めてどう進行していくのか。また、基本的に白老町の体育協会は財団法人という

ことで、一つそういう形の中で運営してございますので、ここの部分については現在体育振興

のあり方も含めて協議をしていこうということで今、体育協会のほうと話を進めているところ

でございます。 
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○委員長（小西秀延君） ４番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） ４番、大渕です。不用額のことはわかりました。ただ、説明を聞きま

すと、公民館の場合はもうしようがないですね。はっきり、しようがないと思います。それが、

形で不用額残すということは結構なことだと私も思います。ただ、一般論を言えば、この間言

ったようなことですから、なるべくそうならないような努力はしていただきたいというふうに

思います。 

それから、学校跡地の問題なのですけれども、私はやはり期限をもう切ってやるべきではな

いかと。ここまで結論をやはり出そうという努力、何かそうでないとずっと延長戦でいくので

す。例えば、ふるさと体験館森野は、あと３年で結論を出しますとか、それから、竹浦中学校

の跡地については、そういうことであって、例えば高齢者大学の向こうに移すということが可

能なのかどうかわかりませんけれども移すなら移すということで、あそこは壊して売ると。財

政がこれだけ厳しいのだから、やはりそういうことを、期限をきちんと切って。いつまでやる

のかわからないというのが私は１番だめだと思うのです。だから期限をきちんと切って、それ

に基づいて仕事ができるようなことができないものなのか。全部ができるとは限らないけれど

も。例えば森野や飛生でも、結果としては最後になったら大きなところは町でお願いしますと

なりますね。そうしたら使っていないところを先に壊しておけばそうならないのだけど、使っ

ていないところから何からみんな一緒にあるものだから、崩れてくるとお化け屋敷みたくなる

から壊してくれとかなるのです。だからやはり私は、そういうことをきちんと計画を立てて期

限を切ってやるべきではないのかというふうに思っています。 

もう一つ、蔵の関係なのだけど、もちろん何もないでしょうけど、何でこれは蔵に。という

のは、単なる委託料だから、蔵に委託しているから書いていないのかちょっとよくわからない

のだけど、これは予算書を見てもさっぱり何のものなのかわからない。委託するというのは後

で決めるからわからないのか、ちょっとよくわからないのだけど、経緯がわからないのだけど。

先ほどもちょっと出ていたようなことがありましたね。ですから、やはりこういうところは明

確にきちんとわかるような、初めからならないなら言ってください。ならないならならないで

しようがないのですから。ただ、私はそういうことがわかるのであれば、前は蔵の運営費は出

ていたとわかっていたのですが、今回は幾ら探してもわからなかったものだから聞いたのです。

だから、やはりそういうところをきちんとしておかないと、あそこで勤めている人がどんなよ

うな形で、人件費がどうでどうなっているのかというようなのがやはりわかるようにしないと

だめだと思いますので、その点ちょっと聞きたいと思います。 

最後に、体協と文連協は、多分今辻教育部長が答弁されたようにそんなに簡単なものではな

いというふうには思います。もちろん全然違う、異質のものですから。それを単なる人員的な

問題だけでやろうなんていうふうなのは無理だと思います。難しいと思います。ただ、そうい

うことがやられて運営されているところが、例えば白老と同じようなところを含めてあるので

あれば、これから高齢化に向かい人口が減る中で、そういうことを軽視するという意味ではな

くて、合理的に運営できることを一つでも、二つでも考えなければまちが成り立っていかなく
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なるのではないかと思うのです。そういう視点で、何でもかんでも合理的にやりなさいという

のではなくて、そこは時間をかけてもいいですから、やはりきちんとしかるべきところで正式

に研究、検討していくことが必要だと思うのですけれども、その見解を伺いたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 何点か町部局にかかわる部分がありますので、私のほうから先にお

答えいたします。まず、最後のほうの体協、文連協の話です。先般、一般質問で私のほうもお

答えしたとおりなのです。今ご質問の中でも登別が体育、文化を統合した形の組織会になって

います。これは一般質問でお答えしたとおり、10 年前に協議したとき、もうそのときに登別は

なっていました。その運営形態がどうなのかというのも協議の題材としては協議しました。そ

のときの話を端的に言うと、答えたとおり時期尚早というようなことで、なかなかそれを統合、

統合と言いますか合体と言いますか、それをするにはクリアしないとだめな問題があるという

ようなことで、時期尚早の結論をそのときには出しました。ただ、追っかけ言ったのは、今体

育協会の会長さんとも話し合いの中で、いわゆる白老のスポーツ振興のあり方とあわせて、具

体的には文連協、体協の組織、一般法人になるということをあわせて、体協のあり方。それか

ら、他団体との組み合わせといいますか、そういう話は出ました。それで、この前お話しした

のは、そういうことを含めて体協と協議しましょうということになっています。もう少し具体

的に話がいけば、例えば検討会議みたいな形で進むのかとは思いますけれども、まだそこまで

行っていないのですけれども、話としては体協の会長さんと、そういうことを含めて、今後の

あり方というのは題材の一つとして当然入れていこうというふうに思っています。 

それから、学校施設の話なのですが、跡地のことなのですが、基本的に教育施設でそのまま

残ればいいのですけれども、町の普通財産のほうに位置づけをかえるというようなことであれ

ば、町長部局のほうでその後の跡地利用というようなことを町長部局のほうで当然考えていか

なければだめだというふうに思っています。そういうことを含めて、今までも飛生の小学校は

普通財産にかえて大義をして、こういう形で使ってくださいというようなことをしております。

それから、森野のほうは、体験館ということで社会教育施設として教育委員会の所管という形

でやらせていただきました。活動状況も含めて、なかなか経費もかかるというようなことで、

今年度その経費は、施設の活用については廃止させていただきましたけれども、いずれにして

もどういうような形で施設を活用していくかというのは、当然学校施設が教育委員会が所管す

る施設であろうが、町長部局で所管する施設であろうが、今後のまちづくりということで言え

ば、大きく町長部局と一緒に考えていかなければだめだというふうに思っています。そういう

中で、今ご指摘のある程度期限を決めて協議をというようなご指摘、実務的にやっていればそ

のとおりかと私たちも思っていまして、自分も当時、今の高齢者大学の校舎として使っている

高齢者学習センター。あれもいわゆる今のご質問にありました、町の分譲地としてあそこを使

えたらどうだろうかと。そのためには校舎をどこか使えないだろうかと、そういう検討も随時

やっておりました。ただ、なかなか結論が出ていないというようなことで、協議自体はその項

目、項目やっているのですけど、なかなかいい妙案といいますか、着陸するところがなくてこ
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こまできていますけれども、今言われるようにある程度の期限を決めてやっていかないとだめ

かと、それでなければなかなか先送り、先送りになってしまうのかというふうに思います。そ

れからちょっとぶり返しますけど、飛生も今後非常に、手を加えるというのは、お互いの話の

中では大規模なものについては町としても考えますと、ただ小規模修繕は利用者がやってくだ

さいということになっているのですが、ご存知のとおり屋根ももう腐食してきているだとか、

それでは、今の状況で町が手を加えることができるのかどうかというのは非常に厳しい状況で、

今の利用者とも協議はさせていただいております。ただ、いかんせんいろんな事業をやってき

て愛着があるというようなことで、代替のお話もさせてもらったのですけれども、今の施設を

活用した中で今後も住みたいというような意向だったものですから、そこについては解決策に

はならないのですけれども、もう少し状況を見させてもらおうかというふうに思っています。 

私のほうからは以上です。 

○委員長（小西秀延君） 五十嵐教育課長。 

○教育課長（五十嵐省蔵君） 蔵についてのご質問でありますが、蔵につきましては、平成 20

年からこのような形で委託料ということで、社会教育事業の事業委託ということで行っており

ます。蔵につきましては、平成 12 年ごろから芸術文化だとか、親子体験教室や英会話、それか

ら、国際交流などの自主事業等を行っていたこともあるのと、それと、教育委員会の職員が減

っていきまして、社会教育課の関係の職員のスリム化も図るということで家庭教育だとか、少

年教育、成人教育、芸術文化、国際交流等の社会教育に関する事業、18 事業ほどなのですが、

それの事業委託を行っているという状況であります。蔵においては、その委託料で２名の職員

を配置して事業を行っているという状況であります。 

○委員長（小西秀延君） 15 番、山本浩平議長。 

○議長（山本浩平君） １点、お尋ねしたいと思います。140 ページなのですけれども、体育

施設指定管理経費というところでお尋ねしたいと思います。プールの指定管理が体育協会から

当時は苫小牧でしたから、苫小牧市のプールの指定管理を行っているところにかわりました。

約半年ぐらい経ったのですけれども、変わる前に常任委員会でそこのところに出向いて、どう

いったような事業をやられているのかなどを含めて、施設の見学と懇談をやってきたという、

そういう経緯があるのですけれども、半年を経過後、ここの表の中に 23 年度の利用者数が出て

おりますが、24 年度の４月から今までの部分での利用者数の変化があったのかどうなのかを含

めて、変わってからの町としての評価をお尋ねしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 五十嵐教育課長。 

○教育課長（五十嵐省蔵君） 温水プールの指定管理の関係のご質問であります。４月から８

月までの利用状況というのが教育委員会のほうに上がってきておりますが、人員で言いますと

昨年同期と比べて人数的には少し下がっているという状況ではあります。ただ、指定管理をし

て４月が１番低くて、段々上ってきているという状況ではありますので、まだ５カ月程度です

ので、事業状況については今後このグラフというか、伸び方でいくと昨年よりはふえるのかと

見ております。 
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また、プールの事業につきましても、ことしから、例えば大人の水泳教室については初めて

初級者、中級者、上級者、それから子供水泳教室も通年で行うとか、ゲンキングの水泳教室の

受託だとか、あと利用者の満足度調査等の実施をこれから予定しているなど、指定管理者が変

わったことによって新たな事業もふえております。これにつきましては、毎月広報で社会教育

欄のところに出ております。 

○委員長（小西秀延君） 13 番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 前田です。４点ありますけどいいですか。まず３点、教育長に伺いま

す。この教育行政報告の中で３点。まず１点です。地域から信頼される学校づくりについてと

いう中で、学校評議委員についてであります。事業内容は承知していますからいいですけれど

も、これはもう十数年になると思うのですけれども、現実に私は人選を含めて内容的なものも

かなり形骸化していると思うのです。してきていると思います。それらの効果、課題、所期の

目的を達成されたのだろうかと。そして、本当にこの評議委員の人が地域の声、あるいはさま

ざまな教育に関して届いている声が現場でどれだけ反映されているのか。校長先生は正直な話、

２年ぐらいで行ってしまいますから、引き継いでというか、聞いているだけなのです。その辺

の実態が、教育長現場にずっといて、私もかなり仕事をやっていただいて、その部分を評価し

ていますので、そういう面から見て端的に答弁願います。 

次に、学校支援地域本部事業です。これも内容は承知していますし、また萩野地区は非常に

当時古俣校長からも聞いていて、効果的な運営をしているということについては私も評価して

います。ただ、どういう方を人選するのか。非常に、これは教育にかかわる方ですから、その

辺非常に厳しいと思うのですけれども、どういう方が望ましいのか。どういう制約があるのか。

そういうことをまず伺います。 

次に、小学校の適正配置です。これはもう過去にも一般質問ありますけれども、これについ

ては引き続き内部で検討しておりますと、こう言っておりますけれども、もう 10 年来手つかず

でずっとこれは流れてきているのです。中学校をやるからという実質的な名目のかわりに、形

の中で小学校に手をつけなかったのです。実際に 23 年度でどういう方向性が見出されているの

か、今後どういうスケジュールであるのか。そして教育委員に多分、議案としてかけていると

思いますけれども、教育委員の認識はどうなっているのか。そういう部分をまず伺います。 

４点目、これは事務局でいいです。先ほど耐震の話もありましたけれども、校舎建物ではな

くて、今１番身近な問題になっているのは、吊り天井とか電灯器具等々がかなり耐震化されて

いないで、白老も耐震化が全然されていないと言っていますけれども、各学校の実態、天井が

そういう部分に被害に遭う可能性のある学校、あるいは電灯、吊り物で落ちる可能性のある学

校が何校ぐらいで、もしその対策をした場合どれぐらいの経費がかかるのか。そして、対策を

どう考えているのか。その辺について伺います。 

○委員長（小西秀延君） 古俣教育長。 

○教育長（古俣博之君） 今前田委員のほうからありました３点について、まず私のほうから

お答えしたいと思います。まず１点目の、学校評議委員の関係でございます。この制度が始ま
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りまして、学校の中に新たな視点を持った地域の方々が入ってきて、学校運営にかかわる諸課

題についてご意見をいただくことになっておりますけれども、大変私自身はいい制度ではない

かというふうに思っています。これはまだまだ発展はさせていかなければならないものだと思

いますけれども、これによって学校の中に地域の目が入ってきたと。同時に学校自身はそれを

受けとめながら、学校を開いていかなければならないという意識が学校内部に出てきたことは

非常に大きな効果だと思っております。ただ、ご指摘があったように、大変人選が正直なとこ

ろ長くなってきて、地域の方にお願いするときに難しくなってきております。こちらとしては、

学校長がいろいろと地域の状況を確かめながら、それぞれの職業等も含めながら、経験も含め

て人選をしていくことになっているのですけれども、断られることが出てくるとか、それから、

なかなか学校の中に入っていってご意見を述べるというふうなことができないだとか、それ以

外のところだったら協力しますとかというふうな声が確かにあります。そういう意味では、人

選については大変なところがあるのは事実です。ただ、これができたおかげで次の地域支援本

部事業についても、萩野地区の中で今やっているのですけれども、非常にきっかけとしては、

支援本部事業にとって大きなまた効果がありました。この支援本部事業のコーディネーターの

ことですけれども、今確かにずっと１名の方にお願いしておりますけれども、まず当初始める

段階については、やはり学校内部を知っている方のほうが私はいいというふうに思っておりま

す。そういう中で、学校の状況も知りながら、地域もまた知りながらと、そういうつなぎ合わ

せとしては非常にそういう方のほうがふさわしいのではないかというふうに思っております。

ただ、これから学校の新しいこの制度にかかわって、次にコミュニティースクールという形が

今出てきております。学校運営協議会を含めて、本当に地域が学校の、学校長の学校経営に対

しても意見を申し述べることも含めて、地域で学校を、早い話運営していくというか、経営し

ていく、そういうふうな制度が今出てきていますけれども、そこのところに今度移っていくと

きに、この二つの今述べた制度がどういうふうにして役割を果たしていくかというのは、これ

からの白老の教育の一つ大きなポイントではないかというふうに思っております。 

それから、小学校の適正配置については、内部でこれまでもさまざま論議はしてきておりま

すけれども、何度も議会等からもご指摘がありますように、早急に地域全体のあり方を含めて、

小中学校の適正のあり方を含めて、今後出していかなければならないと思っています。今早急

に出す準備を内部ではしております。何とか今年度中には一つの形としてご提案をしていきた

いというふうに準備をしております。ただ、その後あり方について、町内６校残っている小学

校の扱いについて、これまでもいろいろと論議はされてきた経過は十分踏まえた形で、それか

ら今の白老の中学校の統合状況も押さえながら、ご提案していこうと思っております。 

○委員長（小西秀延君） 五十嵐教育課長。 

○教育課長（五十嵐省蔵君） 吊り天井、電灯等の耐震のご質問であります。これにつきまし

ては、６月にも吉田委員からご質問を受けております。その中でも答弁しておりますが、これ

らにつきましては、非構造物の耐震化ということになるわけなのですが、そのときの答弁でも

今年度中にまず調査はしますということでお答えしております。ですから、まだ具体的な経費
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については押さえておりませんが、ただ、ことし緑丘小学校、それから白老中学校の屋体の耐

震改修を行っておりますが、その中では電灯等については耐震化を行っております。実際は、

本町の屋体には吊り天井がありませんので、大きく屋体では電灯が対象になるのかと。それと

と、放送のスピーカー、ステージ横のスピーカーは大体が対象になるのかと思いますが、そう

いう耐震化の中で進めていきたいと考えております。それで、校舎等も耐震化をしなければい

けないわけなのですが、それより先ほどからご質問のありました構造体本体の耐震化のほうが

まだ進んでいない状況というのがありまして、まず当面はそちらの耐震化をしてからというの

と、それと合わせて耐震化できれば進めたいと考えております。 

○委員長（小西秀延君） 13 番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 学校評議委員会、十分理解しました。ただ、該当者の人から話を聞く

と、評議委員になっている人から聞くと、内容的なことは別にしても、いろいろ言っても校長

さんに本当に声が届いているのだろうかと。聞きおきはいいのだけれどもという声が結構多い

のです。これは正直な話。本当に今古俣教育長の言ったことはすばらしいと思いますし、私も

地域の人いろいろ知っている方が評議委員になっているということを聞いて、こういう話をし

てきたと聞くのだけれども、結論的に言うと今みたいな話になってしまうのです。本当に地域

の声が、すべてではないと思いますけれども、生かされているのかと思うのですけれども、実

態としてはどうなのか。もっと改善する余地があるのか。あるいは校長自身がもっと何らかの

行動を起こさないといけないのか、その辺どうかと思います。 

それと、学校支援地域本部事業、これは前に古俣教育長も来年度は白老地区やりたいと言っ

ていますけど、予算の関係があるからどうなるかわかりませんけれども、私は非常に大切だと

思いますけれども、どうして聞いているかというと、コーディネーターというのは、今言った

ように最終的にはコミュニティースクールになって、地域が学校を運営していくという部分で、

それは一つの組織としてはいいのだけれども、現状のコーディネーターという人が１人でどう

いう方かわかりませんけど、この方はやはり学校の中で教育にかかわっていますね。教育者だ

と思います。そうすると、私はすべての面でも公正忠実でなければいけないのではないかと思

うのですけれども、その辺を古俣教育長はどういう考えを持っているか。これは、一定のもの

に偏った、いわゆるそういう形で走ったりされたら困ると思うのです。こういうかかわってい

る人はやはり自重しなければいけないと思うのですけれども、そういう部分のコーディネータ

ーのあり方はどうかと、こういうことでお聞きします。 

それと、適正配置については、子供たちのためにもこれは早くやらなければいけないのです。

政治に翻弄されたら困るのです。わかりますね。行政ではなくて、政治に翻弄されたら困るの

です。そういう意味ももって、これはトップが判断しなければ絶対に進まないと思いますけれ

ども、その考え方を伺ってみます。 

○委員長（小西秀延君） 古俣教育長。 

○教育長（古俣博之君） １点目の学校評議委員の声がなかなか学校経営の中に届いていない

のではないかというふうなことですけれども、ここのところの解釈の仕方はいろいろあるかと
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思います。十分学校の中においては、校長がその声を学校経営の中に生かしていかなければな

らないという押さえは、私は持っているかと思いますし、またそういう声があるということも

今後校長を含めて学校のほうにはお話をしていきたいというふうに思っております。本当に声

がすべて届くこともそうなのですけれども、学校の中に地域の方が入ってきて、それをどうい

うふうに校長を含めた職員が受けとめて、そしてそれを踏まえて学校を開いていくかというふ

うなところのほうが非常に私は大きいように思っております。 

それから、支援本部のコーディネーターのことについては、これはコーディネーターだけで

どうのこうのというふうなことではありませんので、そのための協議会もつくって運営をして、

年度の終わりにはその反省といいますか、かかわり方も含めてやってきております。前田委員

がおっしゃるように、コーディネーターですから、学校の中に入ってくればそれぞれの子供た

ちの状況を含めての情報を持ちますから、その守秘義務といいますか、そういったものも十分

押さえてもらった方でなければ、それは問題があるかと思いますけれども、現在コーディネー

ターをしていただいております方につきましては、私がかかわる限りにおいてはそのようなこ

とはないように認識しております。 

それから、小学校の適正配置については、本当におっしゃるとおり、誰のためでもなく子供

たちが本当にいい環境のもとで教育を受けていくという、その当たり前の事実をつくり出して

いかなければならないというのは私たち大人の、また行政にいる人間の使命だと思って、十分

そのことを重く受けとめながら、先ほどもお話をさせていただいたように早急にご提案をして

いきたいと思っています。 

○委員長（小西秀延君） ５番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。今の前田委員に関連するのですが、このコーディネーター

の問題。私はなぜ前田委員が今言って、私も気がついたのだけども、この方は中立性とか何と

か言ったけど、はっきり言うけれども、戸田町長の選挙の後援会長ですね。たしかそうなはず

です。このコーディネーターというのは。この選挙の後援会長が小学校の支援本部のコーディ

ネーターをやっている。この方はよく葬儀委員長もやっていますね。葬儀もやっている。こう

いう方が公平な目で見られるかといったら、向こうは見えるかもしれないけれども、見ている

ほうは見えないのです。こちらから見たら。ですから、古俣教育長、今いろいろ言ったけれど

も、こんなことは言いたくなかったのだけれども、だけど実際そうでしょう。戸田選対の戸田

町長の後援会長、それから葬儀委員長もいつもやっていて名前が出ている方ですね。こういう

ことが支援本部のコーディネーターとしてふさわしいのか。ふさわしくないと言っているので

はないのです。そちらから見るときちんとしている方でしょう、教育者だし。こちらから見る

と、そういう見方もあるのだということだけは、古俣教育長、肝に銘じておいてほしいと思い

ます。今聞いていてそう思ったのです。 

○委員長（小西秀延君） 古俣教育長。 

○教育長（古俣博之君） 今松田委員のほうからありました、コーディネーターの資質の部分

ですね。その辺のところについては、先ほど前田委員にもお答えしたように、しっかりとその
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立場のあり方については、教育委員会を含め、学校長を含めてお話をして、やっていただいて

おります。ただ、松田委員がご心配するようなことが、一方の他方の目から見てあるというこ

とも、それは十分受けとめて、私自身もコーディネーターのほうには指導が必要な場合は指導

をしていきたいと思っております。 

○委員長（小西秀延君） ５番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 古俣教育長、指導をしろとか何とかと私は言っていないのです。それ

から、この方立派な方です。教育者です。ただ、こちらの目から見ると、私も萩野小学校の産

まれです。孫も３人出ているし、子供も２人出ている。この次また曾孫も入るでしょう。そう

いうことからいくと、そういう目から見ると、やはり萩野の小学校には自分なりに注目してお

ります。私の孫も萩野の先生、知っているかもしれないけれども、中学校のとき学校へ行かな

くて、学校拒否をして、そして苫小牧の中学校を卒業しました。今苫小牧の高校を卒業して、

学校拒否した子供が一日も休みません。３年間、１回も遅刻しないで表彰をもらって、今は大

学に行っているのですけれども。ですけれども、そういう意味からいくと、やはり見方という

のはいろいろあるのです。やはり内側から見るのと、外側から見るのと違うのです。ですから

私は気になったから、今言ったのです。だから、必ずしもこの方が適任ではないのか。適任で

ないとは言っていません。いいのです。ただ、そういう見方もあるのだと、このことは教育者

としてしっかり肝に銘じておいてほしいとこう思うだけです。 

○委員長（小西秀延君） 古俣教育長。 

○教育長（古俣博之君） 十分、今の松田委員のお気持ちも含めまして、しっかりと受けとめ

た形で、今後この事業の本当の意味での中身を進めていきたいと思っております。 

○委員長（小西秀延君） ほかに教育費のご質問ある方いらっしゃいますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

教育費に関しましては、これで終了させていただきます。 

                                         

◎延会の宣告 

○委員長（小西秀延君） お諮りいたします。 

本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） ご異議なしと認めます。 

よって、本日はこれをもって延会することに決定いたしました。 

本日はこれをもって延会いたします。 

（午後 ４時０３分）  


