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平成２４年白老町議会総務文教常任委員会協議会会議録 

 

平成２４年１２月１３日（木曜日） 

開  会  午後 １時１０分 

閉  会  午後 １時５５分 

                                         

○会議に付した事件 

１．平成 25 年度白老町・ケネル市姉妹都市交流事業について 

                                         

○出席委員（６名） 

委 員 長 小 西 秀 延 君      委  員 吉 田 和 子 君 

委  員 斎 藤 征 信 君      委  員 山 田 和 子 君 

委  員 本 間 広 朗 君      委  員 前 田 博 之 君 

                                         

○欠席委員（１名） 

 副委員長 坂 下 利 明 君 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     教 育 部 長    辻   昌 秀 君 

     教 育 課 長    五十嵐 省 蔵 君 

     教 育 課 主 査    本 間 弘 樹 君 

     教 育 課 主 査    太 田   誠 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    岡 村 幸 男 君 

     書      記    小山内   恵 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（小西秀延君） ただいまより総務文教常任委員会協議会を開催いたします。 

（午後 １時００分） 

                                         

○委員長（小西秀延君） 本日の協議事項は、平成 25 年度白老町・ケネル市姉妹都市交流事業

についてです。 

教育部教育課より説明を求めます。 

辻教育部長。 

○教育部長（辻 昌秀君） それでは、お時間をいただきまして、平成 25 年度、来年度実施い

たします白老町とケネル市の姉妹都市交流事業であります青少年海外交流事業の実施要綱、内

容につきましてご説明させていただきます。 

来年４月実施の事業ではございますけれども、準備の関係上募集が予算提案前、予算議決前

の来年１月から募集を開始しなければならないというような事情でございますので、先に内容

を説明させていただく次第でございます。 

内容につきましては、担当の五十嵐教育課長のほうからご説明いたします。 

○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） それでは、内容について説明をさせていただきます。お手元に

実施要領（案）と事業日程表（案）が配付されていると思います。それに基づいて説明させて

いただきます。 

１、趣旨については、記載のとおり国際姉妹都市であるケネル市との友好親善をより深める

ため、児童生徒間の交流を積極的に推進し、お互いの文化や活動に関する共通の知識や理解を

深め、今後のまちづくりに寄与するということになっております。 

２、主催につきましては、白老町姉妹都市協会・ＮＰＯ法人しらおい創造空間「蔵」となり

ます。 

３、後援につきましては、白老町・白老町教育委員会。 

４、期日・期間につきましては、平成 25 年４月 25 日から５月４日の 10 日間を予定しており

ます。 

５、場所につきましては、カナダ国ブリティッシュ・コロンビア州ケネル、アルバータ州ジ

ャスパー、エドモントン等を今のところ予定しております。これにつきましては例年どおりと

なっております。 

６、参加対象者ですが、町内に居住する児童生徒及びボランティア指導者で、おおむね下記

の人数とするとありますが、１、小学６年生 15 名、２、中学生・高校生 15 名、３、引率職員

等といたしまして５名を考えております。これに姉妹都市協会、それから町を含んでおります。 

７、参加経費といたしましては、自己負担額として１人 16 万 5,000 円を今のところ最大とし

ております。それで、極力安くするように航空会社との協議も今進めております。 
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８、内容についてでありますが、１から５までありますように、ホームステイを通してカナ

ダの生活習慣を体験するとか、その他集団活動を通して自己の確立を図るということで、５項

目記載のとおりとなります。 

９、申込期限につきましては、先ほど辻教育部長が説明しましたが、１月の広報によって募

集をかけ、１月 25 日までの参加申し込みということで予定をしております。 

10、申込先については、白老町姉妹都市協会事務局となります。 

11、その他につきましては、記載のとおりとなります。 

もう１枚の事業日程表のほうなのですが、１番上に１月とありますが、１月の広報によって

参加者の募集をかけまして、１月下旬参加者の確定・保護者説明会を行いまして、２月から４

月の間に参加者の研修を３回程度予定しております。前回は４回研修をしております。それで、

４月 25 日に白老を出発しまして、ケネル市に５月１日まで、それからジャスパーのほうへ移動

しまして、５月４日に白老に帰ってくるという予定となっております。 

以上、簡単ですが説明を終わらせていただきます。 

○委員長（小西秀延君） それでは、各委員からのご質問をお受けいたします。挙手の上お願

いいたします。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 内容はいいですけど、この参加経費、前も多分委員会からの話があっ

たと思うのですけれども、今五十嵐教育課長のほうから安くしますと言ったけど、今かなり安

くなっているのです。そしてこれは宿泊旅費とか移動費をやったら何でこんなに高いのですか。

もっと見積もり合わせするとか、本当に高過ぎます。 

それで、もう１点聞くのは、この引率者が５人行きますね。この人方の旅費はそれぞれの部

署で持つのですか。それとも、失礼な話なのですが、「蔵」とかというのは自分たちで捻出する

金額、旅費がないからこの 16 万 5,000 円でプールしているのですか。その辺の費用の整理をち

ゃんと教えてください。 

○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） 費用についてですが、先ほど説明しましたとおり 16 万 5,000

円ということで募集はかけますが、最大限安くするように航空会社と協議をしております。そ

れで、前回は一応 16 万 8,000 円で募集をかけておりますので、今回は少し安くしていますが、

極力それについては安くしようと考えております。ただ、航空運賃が予算でいきますと大体、

今は 13 万 5,000 円程度なのですが、例えば日本からの直行便ではなくて、ほかの国を経由して

いくともう少し安くなるということも考えられますので、その辺も事務局のほうで今見積りを

もらいながら検討しているところであります。 

それから、引率費用の内訳です。引率職員５名となっておりますが、まず 30 名程度の児童生

徒を連れていくとなると、大体５人に１人ぐらいは最低つかないと、ということでなっており

ますが、前回は青少年 14 名で４人の引率者で行っております。今回、一応今時点の募集段階で

はまだ 30 名で５人の引率ということで予定しています。 
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○委員長（小西秀延君） 本間教育課主査。 

○教育課主査（本間弘樹君） 料金の内訳なのですが、ご質問のありました 16 万 5,000 円の負

担金の中に引率経費の分は含まれておりません。町職員の分については別途旅費を計上させて

いただきますので、それ以外の引率者の旅費の部分ですが、姉妹都市協会の補助金のほうに含

まれてございます。 

○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） 今の説明ではわかりづらかったかもしれませんが、白老町の青

少年海外交流事業で予算を持っているのは３名分ということです。ほかの、先ほど説明しまし

た姉妹都市協会の代表と、それと町職員予定の引率者分、合わせて２名分はほかの予算から、

こちらに２人分の旅費 33 万円を入れまして、行くということになります。予算書を配付してい

ないのでちょっとわかりづらいかもしれませんが、今の説明でわかりましたか。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） まず交通費、往復の運賃、これは今までの流れがわからないのだけれ

ども、今までの航空会社と余り引きずらないで、何社かでちゃんと見積り合わせをしたほうが

いいと思います。余り人のつながりでものをしないでほしいです。今かなり安くなっているか

ら、大手の安いところは別として、普通の中で３社なら３社で見積り合わせをしたほうがいい

です。私たちは聞いているけれども、もう正直な話、旅行会社と個人的なつながりでやってい

るのだから。だから、そこで１回線引きをして、町主導で整理をしなければだめです。わかり

ますか。まず、それを言っておきます。 

それと、結果的には５人みんな町費で行くということですね。それで、提案なのですけど、

私は１回言ったことがあるのですが、行く人も固定化しないで、町から行くなら新しくてもい

いと思うけれども、それに引率だから学校の先生も何人かちゃんと入れてあげるとかしてくだ

さい。そうしたら先生方も国際の経験もできるのです。「蔵」の人が姉妹都市だからといっても、

このうち３人を各町内から英語の先生と子供たちが行って見聞を広げてあげるとか、そういう

ふうにもうちょっと皆さんが理解して参加できるような、これをやってほしいのです。段々固

定化してしまって、選ぶのも一部の人となってしまっているのです。ぜひ、それをやってほし

いと思います。今その結果を私が言っていますから、後でまた公の場で聞きますけど、ぜひや

ってほしいと思います。若い人２人で一緒にやってみてください。それに対して答弁ください。 

○委員長（小西秀延君） 辻教育部長。 

○教育部長（辻 昌秀君） 航空券、あるいはその手配についてのご質問ですけれども、実際

この予算段階の見積りとしては、単価は先ほどの説明のとおり 13 万 5,000 円、一応 32 名分で

約 432 万円かかるというような仮の予算を立てております。当然今前田委員がおっしゃったよ

うに、先ほども上限ですということなので、極力安くするような工夫はしたいと思います。た

だ、これ以外に宿泊代とか食事代とか、あるいは引率費という部分で、ここは海外交流基金か

らの補助金という部分でそういうものを組んでトータル 723 万円というかなりの事業費になっ

てございます。実際は参加者の負担金は 16 万 5,000 円の 30 名ということで 495 万円、約 500
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万円ということで、200 万円ちょっとについては町の補助金、あるいは職員については町の旅

費という部分で賄うということにしてございます。あと、引率スタッフの部分については、一

つのご提案ということで、そういうことが可能なのかどうか、ゴールデンウィーク期間中であ

っても学校すべてが休みということにならないので、そういうようなことも含めて検討はさせ

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） 今辻教育部長が説明しましたが、ちなみに前回 23 年度の実績な

のですが、航空運賃で１人 14 万 2,000 円かかっているのです。それで、今回は 13 万 5,000 円

なのですが、前田委員がおっしゃったように、ほかとの比較だとか、先ほど私が説明しました

ように、例えば台湾だとかほかを経由して行くという、できるだけ子供たちも当然負担してい

るわけですから、安い航空費を探して行きたいと協議してまいります。 

それと、学校の先生方の参加については、辻教育部長が今説明しましたとおり、10 日間あけ

るものですから、その辺を含めて考えたいと思いますので、ご理解お願いします。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 今の学校の先生、教育長も現場から来て、古俣教育長は十分理解され

ていると思うし、こういう部分であれば先生方義務免で行けるのです。学校の先生のやり繰り

は別にしてですが。そういう部分を自分で工夫して、ぜひ先生方に私は参加してほしいと思い

ます。ぜひ、教育長にそういう話があったということを改善してほしいです。 

○委員長（小西秀延君） 本間教育課主査。 

○教育課主査（本間弘樹君） 先ほどの質問とちょっと重複する部分もあるのですが、まず入

札の部分、実際姉妹都市協会のほうで今もやっておりまして、３社での見積り合わせはやって

おります。その中で１番安い金額ということで今出したものでございます。 

学校の先生ということなのですけれども、前回までボランティア引率ということで学校のほ

うにもそれぞれ参加を呼びかけている状況なのですが、やはり 10 日間不在にするということも

ありまして、なかなか日程調整がつかないというのが現状でございます。 

○委員長（小西秀延君） 太田教育課主査。 

○教育課主査（太田 誠君） 先ほど、負担金が 16 万 5,000 円ということで、もうちょっと安

くならないかということで、部長、課長から今なるべく低くするという説明だったのですけれ

ども、これは航空費と宿泊代と食事代で 16 万 5,000 円と算出しているのですけれども、実はそ

のほかにジャスパーとかエドモントンというのはバスでしか行けないものですから、バスの借

り上げ料というのがあって、このバスの借り上げ料で 98 万円くらいかかることになっているの

です。そこの部分は 185 万円を姉妹都市協会の町補助金の中でやっていただいていますので、

バス代も含めてしまうと本当はもうちょっと高くなるということになりますので、そういう部

分では、バス代を負担しているという部分にはなるのかと思っています。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 今の話の中で、毎回子供たちが交流をする、その意義についてはもう
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今さら言うまでもないのだけど、学校の先生方のそういう研修の場ということでいえば、やは

り海外に出て行くなんていうことはめったにないことで、やはり子供たちを率先して出してい

くためには先生方の知識というのもやはり豊富にしていかなければならない。そういう意味で

は、先生が１人ついていくのではやはりだめだと思うのです。やはり１人でも多くの先生を一

緒に連れていけるような工夫をすべきではないかという気が私はします。ですから、その辺な

お検討してみてください。その 10 日間の日程は確かに大変だけど、それ以上の意義をこの姉妹

都市交流にかけているわけでしょう。そういうことも理解させてほしいというふうに思います。 

それで、私が聞きたかったのは、カナダの新学期というのはいつになるかわかりませんけれ

ども、日本でいえば４月 25 日というのは新学期が始まったばかりですね。まだ、学校の中のク

ラスの体制なんかを今つくるとかして、先生も生徒も１番忙しい大変なときのはずなのです。

どうしてここの時期に入るのか。ただゴールデンウィークがあるからそれにぶつけたのかどう

か知りませんけれども、やはり４月のこの時期というのは学校というのは忙しい時期なのです。

それはカナダとの関係でこうなるのか、こちらでこの日がいい、この月がいいということで決

めているのか、そのあたりの考え方をお聞きしたいと思います。 

○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） 時期については、今斎藤委員がおっしゃったように、学校が４

月に始まりまして、学校の年の始めとしましては忙しいのですが、まず休みがゴールデンウィ

ークで多くあるということで、平日というか学校へ出る期間が短いというのが一つあります。

それと、これを過ぎると修学旅行が入ってきたり、あと運動会等の学校行事が今度逆に入って

きたりしますので、そちらの行事を欠席しなければならないという状況がありまして、ここ何

回かはこのゴールデンウィークという時期を設定しているところであります。 

○委員長（小西秀延君） 辻教育部長。 

○教育部長（辻 昌秀君） 子供たちがかなり長期間白老を離れるということになりますと、

夏休みというのもあり得るのでしょうけれども、夏休みは向こうも逆にお休みの時期、だから

向こうに行っても学校等の訪問はできないと。また、冬休みというのもあるのでしょうけれど

も、冬はやはりかなり条件的に厳しいと。そういうようなことで、やはりどうしてもこちらの

子供たちがある程度長期間動ける時期は、やはり学校の通学日にそう影響がない形というのは

ここの期間しか多分ないと、そういう判断の中で過去ずっと実施している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） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 過去何回かやった中でこの時期が１番いいのだということに落ち着い

たのだとすれば、それに対して異論を挟むことはできないと思うのですけれども、学校として

もこの間、これだけの日にちを子供たちがあける。先生方がその間あけるということが望まし

いのか。学校として了解されているのか。あるいはまた別な案、いろいろな案が出ていないの

かどうなのか。もっとこういう時期のほうがいいのではないかというのは出ていないのですか。 

○委員長（小西秀延君） 五十嵐教育課長。 
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○教育課長（五十嵐省蔵君） 今までの過去からやっている経緯もありまして、学校にも了解

をいただいているのですが、１回目の青少年の海外交流が平成 10 年に行っているのですが、こ

のとき、それから 12 年、15 年の３回までは８月から９月に行っているのです。向こうが９月

から新学期になるものですから、それで４回以降についてはそれを踏まえて今度５月というこ

とで、４回以降は５月に、今の時期にしているということで、やはり先ほど辻教育部長が言っ

たように夏休み時期だとか、あと向こうの新学期時期の移行だとかがありまして、それとうち

の休みの関係等を含みまして今に落ち着いているということになっております。以上です。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 何点かお伺いしたいと思います。今いろんな委員からも意見が出たの

ですが、そのお話を伺っていて、この事業というのは白老町とケネル市姉妹都市交流事業で、

それで白老町にいる子供たちが文化の交流をしたりするのに行くということですね。今先生方

の参加というお話がありましたけれども、このケネル市姉妹都市交流の事業、お金ももちろん

白老町で足りない分は出していますので白老町の事業にはなるのですけれども、この基本的な

考え方がある以上、教師が行くということが合うのかどうなのか。その辺基本的に問題がない

のかというのが私はちょっと思って聞いていたのです。姉妹都市協会があくまでも中心になっ

てやっているのかというふうに、事業としては。そのために姉妹都市協会に対して補助金を出

しているわけです、こういった事業をやるために。そういうふうになっていったときに、教師

が入ってくるということで、今までは引率者というのはボランティア指導者だけれども、町で

予算を持っていたと。だけど、学校の先生方が行くというふうになったときに、やはり子供た

ちに責任を持つということの意味合いになってくると出しても当然かと思うのですけれども、

教師が行くということがこの事業に合うのかどうなのか。その辺、ちょっとわからないのです。

教師が参加したほうがいいというお話が出たのですけれども、本当に教師が参加することが理

想なのか、効果的なのかということを考えないとだめなのか。そしてこの事業のあり方がそう

いうことに添うものなのかどうなのかということがちょっと私は理解できていないのです。今

までの通年でやってきているものですから、その通年の中にそういったことが変更できるのか

どうなのかと思って聞いていました。 

それと、この事業は今まで結構歴史がありますね。どれぐらいの子供が参加しているのか。

急に済みません。わからなかったら後でもいいです。子供たちがこういう交流へ行くようにな

って、今は１年おきですから、今まで何回、何人ぐらいの子供たちが参加したのかなと思いな

がら聞いていたのです。それは今急に言いましたので数は後でもいいですけれども、そういっ

た点と、交流事業と教師の関係がスムーズに備わっていくのかどうなのか、その点を伺います。 

○委員長（小西秀延君） 辻教育部長。 

○教育部長（辻 昌秀君） 先ほど前田委員、斎藤委員から教師もボランティアという形で引

率したほうがいいのではないかという一つのご提案をいただいております。また、もし行くと

すればその意味合いはというようなことでの吉田委員からのご質問だと思います。ここの部分、

過去に実際引率スタッフの中に教師が行った経緯があるのかどうかも確認しながら、また教育
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長は教育現場をよく知っておりますので、そういう中の取り組みとしてどうなのかというよう

なことも含めて教育長にも私ども報告して、ここの部分は検討できるものであれば検討してい

きたいと、そこは検討させてもらいます。あと、人数的な部分は担当から。 

○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） 今回の海外交流の事業で８回目になるのですが、今まで７回で

181 名行っております。それと、吉田委員のおっしゃいました過去に先生が行ったかどうかと

いう話、今回も行ったほうがいいのかという話なのですが、青少年交流をやる前は、白老町の

代表団のときに青少年を合わせて先生方もたしか行った記憶があります。それで、そのときに

は代表団と一緒に姉妹校交流、子供たちは先生と姉妹校交流に行って、大人の方は別な交流と

いうやり方をたしかしていたと思いますので、過去に行っている経緯は何回かあると思います。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 形が変わったということで、それから今のこういう形になったという

ことですから、その辺でなぜそういうふうになったのか。なぜ教師が行かなくなったのか。そ

の辺の何かがあったのだと思うのですけれども、その辺も含めてきちんと検討して、教師が授

業を、ましてや１人か２人ですね。そういうふうになると選択というか、その先生を選ぶとい

うこともまた大変なことだと思いますし、どういう立場の人を選ぶのかとか、いろんな検討事

項があると思いますし、それ以前に先生方が参加すべき行事としてあるのか。ただ子供たちの

安全性を見守って、もちろん向こうのことをわかるということは大事なことなのですが、先生

が行くことの意味合いもきちんとしないと、反対に先生方行ってくださいということにはなか

なか厳しいのかと思って聞いていたものですから、その意味合いだとかそういったもの。前は、

先生方は別のそういう交流があったということですから、今回そういうことであればそういっ

た意味合いも含めて、行く意味合いがきちんとしないと先生方というのはなかなか簡単には。

授業を休んでいくわけですから、その辺のことをきちんと検討して、きちんと説明ができるよ

うな形で参加するのであれば、できるようにしたほうがいいというふうに私は考えています。 

○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） 吉田委員の言ったこと、十分検討させていただきます。ただ、

姉妹校交流、最初に先ほど説明しましたが、当初は代表団と行って学校の先生、例えば緑小で

ありますとレイクビュー小学校に学校の先生と緑小の児童が行って交流をしていたということ

もありますが、ケネルのほうも小中学校の統廃合がかなり進んでいまして、例えば虎杖のコレ

リュー中高等学校は統合になって今はもうありませんし、今残っているのはたしか萩野でやっ

ているケネル中高校、それからレイクビュー小くらいだったと思うのですが、それと、白老町

の児童生徒、教師、我々を含めて姉妹校交流の思っているイメージと、向こうの方が思ってい

る姉妹校交流の仕方というのはかなり差があるみたいで、それほど、例えばうちの姉妹校のほ

うで、ある記念のものだとかいろいろ贈っても向こうのほうでは反応がないだとか、そういう

こともよくあるみたいですので、吉田委員のおっしゃることも今後検討させていただいて、方

向性を出していきたいと思いますのでご理解願います。 
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○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 私も２回行っているのです。そのときに教育長が団長になって行って、

向こうで教育交流という形で何かの記念の行事もあったのです。それで、教育的な意味合いを

持たせた部分というのはかなりあったのです。それ以来どういうふうに変化してきたのかわか

らない。ただ、子供の作品交流から始まって、お互いの学校を見合いながら教育内容について

の視察みたいなものも全部あったのです。だから、そういうことが重荷になって、そういうこ

とをやめようとなったのかどうなのかは、私はわからないです。国内交流でもやはりそういう

やり取りがすごく重荷になってきた時期もあったのです。だけれども、海外に子供たちを行か

せる、生の体験をさせることだけに意味合いを持たせたのであれば、これは本当の姉妹都市交

流という形だけでいいと思うのだけども、やはりそこの中に子供を連れていくのであれば教育

的交流という狙いが少なくてもあるのではないかというふうに私は考えたいのだけども、もう

その狙いが変わったのかどうなのかわかりませんので、その辺は十分調べてください。 

○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） 斎藤委員がおっしゃった教育交流ですが、日程表にもあります

が、ケネル市滞在中には学校交流ということで体験入学等も行っておりますので、それも合わ

せて実際まだ行っていますので。ただ、もう 30 年になりまして、もうそういういろいろなこと

を含めて再度整理する時期にもきているのかということも考えております。それで、これと別

にまた白老町の代表団、大人のほうが、これは来年度募集とか当然新年度になってからやる予

定なのですが、そちらのほうも含めてまた再度そろそろ考える時期ということも合わせて予算

の提案をするようになると思いますので、そちらもよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 本間委員。 

○委員（本間広朗君） 今まで 30 年間やってきたのですが、参加対象小学生 15 人、中高生 15

人、これは今まで定員が超えたことがあるのかどうかということと、定員が超えたときはどう

するのか。定員が超えて抽選をしたことがあるのかどうか。 

○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） 過去に定員を超えたかどうかというのは今時点で押さえていな

いのですが、例えば平成 10 年のときには、青少年海外交流でケネル市訪問ということで 54 名

の方が行っているということもあって、過去には定員を超えても行ったことがあると思うので

すが、ただ今回の場合は、募集要項にもありますが、定員を超えた場合は抽選ということにし

ております。それで、昨年はちなみに先ほど説明しましたが、青少年 14 名ということで、この

ごろはちょっと定員を割っている状況という実態です。 

○委員長（小西秀延君） 本間委員。 

○委員（本間広朗君） 先ほど前田委員のほうからも、やはり金額が 16 万円といったら結構一

家庭が 16 万円を出すというのはとても大変なことなので、できればたくさんの人に行ってもら

いたいということもあるのですが、やはりこれは定員以内だったらいいけど、例えば定員を超

えた場合、友達が一緒に行こうとしているのが抽選で外れて友達が行けなくなったとか、学校
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単位で何か行けなくなったという場合、そういう場合は次年度に優先されてなるのかという、

その辺もいろいろ定員が超えなければいいのですけれども、その範囲以内でやれば。姉妹都市

のほうでどういうような対応をしているのかお聞きしたのですけど。 

○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） 原則は、定員を超えた場合は抽選とありますが、ただ 30 名を予

定していて、例えば 31 名、32 名という場合も考えられると思うのですが、その場合は、あと

は飛行機の予約等の話ですので、その辺は対応できるとは考えております。 

あと、今思い出しましたが、私事ですが、過去に私の娘も小学校６年生のときに応募したの

ですが、そのとき要するに定員をオーバーして行けなかったことを記憶しております。 

○委員長（小西秀延君） 本間委員。 

○委員（本間広朗君） それと日程のことで、現地のバスのチャーターで 90 万円かかると今説

明があったのですけど、これは全行程で 90 万円なのか、それとも何か先ほど距離の遠いところ

があるのでそれにお金もかかるのだと。だから遠いところに行く、こういう理由があるのかど

うかというのを、できれば近場といったらあれですけど、その範囲内でできるだけお金がかか

らないほうがいいのかと。これは町からの持ち出しなのかどうかはわからないですけれども、

行ったことがないので距離感というか、そういうのがわからないのでお聞きしたいと思います。 

○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） バスの使用についてですが、日本からバンクーバーに着きまし

て、基本はバンクーバーからケネル市まではバスです。それから、この予定でいきますとケネ

ル市から今度ジャスパー、エドモントンというともう少し東側、ロッキー山脈を越えた東側に

なるのですが、そちらもバスで行きます。ですからずっとバスです。最後エドモントンという、

ジャスパーのそばにもう一つあるのですが、そこから今度飛行機でバンクーバーに戻って帰っ

てくるという形になりますので、大半がもうバス移動ということになります。それで、カナダ

の場合、バスも例えば 30 人ちょっとであると、普通はこちらでいうと 29 人乗りとか中型バス

程度でいいのですが、ただカナダの場合はカナダの何か決めがあるみたいで大型という、もう

バスの指定があるみたいなのです。ですから、人数が少ないからといって小さなバスは認めら

れていないということで、こういう料金になっているということも聞いております。 

○委員長（小西秀延君） 本間委員。 

○委員（本間広朗君） たまたまそこにそういうホームステイするところがあるとか、何か観

光というか見るところがあるとか、何かそのために移動するのか。たまたま空港からホームス

テイ先が遠いのか、ちょっとその辺が、行ったことがある人はわかるみたいですが。ただ、距

離的に余り長いと子供たちにも負担がかかるのかと思って。 

○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） バスを利用する理由ということなのですが、大きな理由は、私

も平成４年に行ったことがあるのですが、バンクーバーからケネルに向かうときは 38 人乗りぐ

らいの小さな飛行機だったのです。それで、34、35 名の方が乗るということは大半それで埋ま
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りますので、要するに実際行くとなると定期便に乗るのはなかなか難しいということがあって、

チャーターをしなければ行けない状況がかなり強いということで、そうなるとまた旅費が高く

なりますので、それで、時間がかかるけどバスということも聞いております。 

それと、今回全体の費用がもう少し安くという話も出ているのですが、協議をしている中で

は、バンクーバーからケネル市へ行って交流を７日間ぐらい行うのですが、その後今度ロッキ

ー山脈を越えてジャスパー、エドモントンというところへ行きます。ジャスパー、エドモント

ンはカナダの雄大さ等が見えるまちということで、私は行ったことがないのですが、それをや

めるかという話も協議しているのです。ただ、それをやめても実際は１人１万円くらいの旅費

しか落ちないと。その辺も今一つの検討状況であります。ですから、バンクーバーへ着いて、

ケネルへ行って、すぐバンクーバーに戻って帰ってくるのがいいのか。それとも、せっかく行

くのだから１万円高くても、そういうカナダの雄大さを見せたほうがいいのかというのも今検

討はしておりますが、一応予定の中では例年どおりの行程で組んでおります。 

○委員長（小西秀延君） 本間委員。 

○委員（本間広朗君） わかりました。そうであれば、余り金額が変わらないということであ

れば、やはりせっかく行ったのですから、そういうカナダのいろんなところも見てくるという

のもあるし、またホームステイ先でいろんな体験をしてきていただければと思って。その辺の

場所とか、そういう距離感とかがわからなかったもので質問しました。特にあとはありません。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 行った者として少しだけつけ足しておきたいというふうに思います。

バンクーバーからケネルに行くのに山越えをするのです。これは飛行機で行くのだけど、その

飛行機が小さいのです。これはまた雄大な景色が見られるのですけど、我々行ったときは人数

が飛行機よりも多いからバスにしようというので、今度は延々と山越えをずっと、それはそれ

なりにものすごく雄大な景色を見ることができるという。その代わりものすごく長い時間がか

かる。飛行機が高いか、バスが高いかは知りませんけど、向こうへ着いてからケネルの中では

バスは全然いらないのですけど、やはりカナダまで行くとそういう氷河を見たり、それから湖

を見たり、そういうところをぐるりと一回りするのには、これはバスではないとだめなのです。

せっかく行くからにはそういうところを見ないと何の意味もないというような形になりますの

で、その辺はバスを使わないとならないだろうというふうに思って見ていました。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 先ほど吉田委員や斎藤委員からも収支の話がありましたけれども、細

かいことは言いませんけれども、事務局の方もわかっていると思いますけれども、当初白老町

がやっていたものがいろいろなことがあって「蔵」に姉妹都市協会が行っただけの話なのです。

正直な話。だから、その趣旨というのは生きているはずなのです。だからそこを私は手を抜か

ないでほしいのです。悪いのだけど。結果的に姉妹都市を丸投げしても、こういう引率もただ

ただ従来どおりやっているだけの話であって、そこをやはり教育委員会として原点の趣旨に戻

って指導してほしいということです。 
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それと、私旅費を言うのは、一部の町民というか、ある町民の方からこれぐらいの金額で募

集するともう一部の人しか行けないという先入観があるのです。やはりこういう時代ですから

なかなか大変だと思うのです。だから私は１円でも何百円でも安い、現実的にケネルに行った

らケネルの中の旅費なんかは安いのだから。そして、３社とやっていると思うけど、言ったら

悪いけれども役所が相手ですからそういう見積りの出し方をするのです。だから、その辺太田

教育課主査あたりももっと調べて言ったほうがいいと思います。ケネルのほうへ行っても安い

のだから。そして今五十嵐教育課長が言ったように、向こうでああいうケネルの大自然を見て

くれば非常に感動するのです。私は大事だと思います。だけど、ケネルの旅費は安いのだから、

国内の分は。そういうものも含めて、こちらの計算する、現地のこちらの換算でみんな見積り

を上げてくるから。もう少しやはり厳しく見てあげて、少しでも安くして、言葉は悪いけれど

も、うちの町内の人が 300 万円以下の人が７割だというけれども、そういう人たちも行けるよ

うなことを組んであげてください。それはやはり行政主導でやってあげてください。今「蔵」

は悪いのだけど請負業ですから、姉妹都市協会は。聞こえてもいいです。そういうことで、本

当に財政も厳しくなっているし、みんなが参加できるように工夫してほしいのです。私も教育

委員会にいたけれども、当時は総務課でやっていたのです。全然言うこと聞かないのです。だ

から先生の話もしたわけです。能力持っていると思うので、もう少しやはり、ただ今までの既

存のレールの中を走るのではなくて、１年１年改革をしていいものにしてあげてほしいと思う

のです。それと、何回も言うけれども、この趣旨の原点に戻ってやってほしいとこう思います。 

○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） 今前田委員からの教育委員会主導と、それと旅費の話も出まし

たが、教育委員会は当然事業実施主体でありますので、積極的に姉妹都市協会と協議を進めて

いきたいと考えております。 

○委員長（小西秀延君） ほかにないようであれば、私から１点質問なのですが。この事業、

先ほどから長年続いてきているということでございますが、多くの方がこれに参加されている

と思います。今姉妹都市協会も人数が減ってきているというふうに聞いていますが、参加者の

多くは姉妹都市のその後の運営というか、会員になって協力されている状況なのかどうなのか。

そういうお話をしているかどうか、わかる点でお願いしたいと思います。 

辻教育部長。 

○教育部長（辻 昌秀君） この事業は、小中高校生対象ということで、姉妹都市協会の窓口

が総務課なので、ちょっとその辺のつながりわかりませんけれども、一般の大人の部分では、

別に事業立てをしているのでそちらのほうは会員につながる部分があるかと思いますけれども、

これはあくまでも青少年向けということで、ちょっとそこの部分のつながりについては、なか

なかそうはならないのかというふうに思います。 

○委員長（小西秀延君） 長い目で見て、子供たちという部分もあるでしょうが、ボランティ

アで参加されている方とか、大人の方が参加されていた時代もありましたね。そういう時代も

あったということで、なるべくやはりこれは意義ある事業として続けていくなり、行った方の
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協力も必要かと思いますので、今後その部分も検討いただければと思います。 

五十嵐教育課長。 

○教育課長（五十嵐省蔵君） 今小西委員長がおっしゃったように、小学生、中学生のときに

行って、その後また高校生になって行っている方もいらっしゃいますし、また大人というか二

十歳以降になってもボランティア等で参加している方もいらっしゃいますので、その趣旨に基

づいて継続されていっているとは思いますので、今後も引き続き努力したいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 太田教育課主査。 

○教育課主査（太田 誠君） 今年度、24 年度にケネル市代表団が白老町に来町されたのです

けれども、そのときに前回行ったお子さん方がホームステイの受け入れ先として何家族かご協

力していただいていますので、その辺もご報告させていただきます。 

○委員長（小西秀延君） 私が今こういう質問をさせてもらったのは、この事業の意義だと思

うのです。せっかく姉妹都市を結んでいますので、この輪がやはり大きくなることが私もこの

事業の趣旨だと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

ほかになければ協議会を閉じますが、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                         

     ◎閉会の宣告 

○委員長（小西秀延君） それでは、以上をもちまして総務文教常任委員会協議会を閉会いた

します。 

（午後 １時５５分）  


