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◎開会の宣告 

○議長（山本浩平君） ただいまより全員協議会を開会いたします。 

（午前１０時００分） 

                                         

○議長（山本浩平君） 初めに三中学校統合にかかる萩野中学校改修について、担当課からの

説明を求めます。 

田中教育課長。 

○教育課長（田中春光君） それでは、私のほうから、お手元に配付させていただきました資

料に基づいて、萩中の改修関係についてということでお話を進めさせていただきます。 

資料をご覧いただきたいのですが、かがみの部分一枚開いていただきますと、萩野中学校の

平面図の概要が載ってございます。色分けしてございますが、24 年度分につきましては赤枠で

囲った部分、さらに 25 年度分としては緑枠で囲った部分、あと残りが、ピンクの枠で囲った部

分が 26 年度の予定工事分ということの色分けでやってございます。 

まず、24 年度分の工事の概況について、お話を申し上げます。右手のほうに工事の概要の項

目を載せてございます。まず、①の部分でございます。特別支援教室棟の増改築工事というこ

とで載せてありますが、これについては今年度、23 年度の中でこれに係る実施設計を先に上げ

させていただいておりますので、その分について 24 年度の中で工事を進めていくという考えの

ものです。財源の内訳については記載のとおりでございますが、一般財源とある部分について

は、教育施設の整備基金の活用ということで考えております。該当する場所については、図面

上の左の一番上のほうがその該当箇所ということで押さえていただきたいと思います。 

次に②です。器具庫等の建設工事とあります。こちらの該当の場所については、今お示しし

た特別支援教室の場所の右手のほうに赤枠で囲ってありますが、ここの場所で予定をしており

ます。内容といたしましては、基本的に器具庫改修を行いながら、あわせて部室のほうも不足

する部分を併設して整備していこうという考えのもとでございます。25 年度の統合開始時には、

三中学校でそれぞれが行っていた部活、常設の部として８つあるのですが、その部すべてをま

ずは統合開始時には継続していくというそういう考えがありますので、部室等々が不足してく

るため、それに対応するためのものを建てていこうという考えでございます。 

次が③の技術教室棟の内外部改修ということでございますが、図面上で該当する場所として

は、さきに言った特別支援教室棟の下の部分でございます。これは既存の教室でございます。

これは、経年劣化している部分の改修工事と、あと、一部渡り廊下の部分で耐震不足する部分

がありますので、その部分の耐震補強もあわせてやっていくという考えのものでございます。 

次が④です。④については、１線校舎内部の改修としてございます。こちらについては、経

年変化で劣化している部分の改修並びに今現在、特別支援教室として使っているものを再度、

普通教室へ置きかえするための改修工事をあわせて行っていくというものでございます。 

24 年度の工事のおおむねはこういったことでございますが、ここに記載されていないものと
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して、それ以外のものでございますけれども、さらに言えば、次年度の中で 25 年度からの運用

開始となった場合に必要となってくるスクールバスの２台の購入、これも予定してございます。

あとは、統合に伴って学校内の備品類、要するに机であるとか、いすであるとか、そういった

たぐいのものも不足してくる部分がありますので、これらについても 24 年度の中では予算とし

て要求していきたいなという、こういう考えでございます。 

あと、残り分としては、24 年度で三中学校閉校となりますので、その閉校の式典に伴って必

要となってくる経費が発生してきます。その分についても三中学校分ということで、事業費の

予算として計上をしていこうという、こういったものでございます。 

24 年度の大まかな萩中関連のものとしては以上でございますが、残り部分は、緑書きである

とおり 25 年度の中で校舎の外壁、あとは屋根の関係の改修工事、あとはトイレ関係がこれも老

朽化しておりますので、トイレの和式から洋式化への改修、こういった工事も行っていこうと

いう考えでございます。さらに 26 年度でいけば、図でいけば左の一番上の部分で渡り廊下部分

の改修というこんな形になっておりますが、その横並びの部分に萩野小学校の屋体が予定どお

り改修工事行えれば 25 年度で完成しますので、これと 26 年度には中学校をつないでいこうと

いう、そういった考え方でございます。 

以上で萩中関連の改修工事についての概要の説明とさせていただきます。 

○議長（山本浩平君） ただいま説明がございました。この件について、特に聞いておく必要

がある方はどうぞ。 

７番、西田祐子議員。 

○７番（西田祐子君） 西田でございます。説明いただきましたけれども、何点か質問させて

いただきたいと思います。 

まず１点目に、この萩野中学校の改修工事ということで、私は、基本的には早めにするべき

だろうなという考え方があるのですけれども。というのは、やはり三校統合されて、生徒数が

ふえるわけですから、それに伴っての工事だと思うのですけれども、これ今ざっと計算しまし

たら、24 年度だけの工事で約 7,000 万円と計算してよろしいのでしょうか。とりあえず、ここ

に書いてある金額だけ見ると。それとも、一番上に書いている 4,600 万円が改修工事費という

ことでしょうか。それとスクールバス２台と机、いす等の備品、三中学校の閉校式典と先ほど

簡単にちらちらとおっしゃいましたけれども、大ざっぱな数字で結構ですから大体どのぐらい

かかるのかなということ。 

それと、25 年度の工事です。これに関しましても、例えば 3,000 万円くらいかかるとか、5,000

万円かかるとか、やはり総工事費、全体の総額というものをどの程度の金額を見積もっていら

っしゃって、こういうふうに工事を分けていらっしゃるのか、その辺もう一度詳しく教えてい

ただきたいと思います。 

○議長（山本浩平君） 田中教育課長。 

○教育課長（田中春光君） まず、工事費の関係ですが、24 年度分としては、おのおの①から

④まで工事費をここに記載してございますが、これをトータルしたものがハード部分の整備に
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かかる工事費ということで押さえていただきたいと思います。 

あと、先ほどお話ちょっと漏れましたけれども、バス関係のおおむねの費用でございます。

まず、バスの関係を言いますと、バス２台の購入ということで約 3,600 万円程度かかってくる

ということで押さえています。それの財源については、単費、いわゆる一般財源、そういった

ものを用いない中での財源手当てをしようということで今計画中です。 

それと、統合にかかわる備品の更新です。備品の更新については、550 万円程度、24 年度の

中では予定をしております。これについても同じように一般財源の持ち出しは考えないで基金

等々の中で取り扱っていきたいと、こういうような今の考え方です。 

あと、閉校に伴っての各三中学校に対しての事業費の予算でございます。こちらについては、

150 万円程度。ですから、各校に振り分けした場合、１校当たり 50 万円という、そういうよう

な事業費ということで予定をしております。 

あと、25 年度の工事については、まだあくまでも予定でございまして、これについての費用

としてはまだたたき出しが詳細の部分はないということで押さえていただければと思います。 

○議長（山本浩平君） ７番、西田祐子議員。 

○７番（西田祐子君） 今大体ご説明いただきましたけど、24 年度で大体１億 1,000 万円程度

というふうに総額的に 24 年度分はあるのですけれども、私は、三中学校の統廃合というのは、

もう以前から言われていた問題で、当然、改修するにはするなりのやはり予算をちゃんと見積

もっていかなければいけないのではないかなと思うのです。それで、まだ 25 年度分については

計算できていないというのは、やはり事業として検討する段階が遅すぎるのではないかなと思

うのです。最近特に言われていることは、震災以降、いろいろな備品とかそういうものが値上

がりしたということで昨年も何かの工事で結局は追加補正した記憶があるものですから、当然、

燃料費も上がってきていますし、いろいろなことで上がってきているし、人件費も上がってき

ているという話も聞いておりますので、やはりその辺きっちり計算していかないと、これだけ

大きなものを改修していくということになりましたら、予算というものもきちんと考えていか

なければいけないと思うのです。そうしましたら、やはりこういう形の計算の仕方ではなく、

もっときっちりとしたものをぜひ議会にきちんと示していただきたいなというのが１つです。 

２点目に、学校を改修するということなのですけれども、これはすべてきちんと耐震に沿っ

て、そういう基準に合わせて今回の工事というのはきちんとされているのでしょうか。そこの

確認だけをお願いいたします。 

○議長（山本浩平君） 田中教育課長。 

○教育課長（田中春光君） 25 年度分の概算額としては出ているのです。ただ、これからまだ

詳細を詰めていかなければならないので、数字としてはまだ今お示しできないというとらえで

いただければなと思います。 

それと、耐震の関係でございますけれども、この当該中学校については、耐震工事のほうは

終了しております。したがいまして、25 年度の開校時、そこには全然耐震度としては問題ない

ものとして運用開始していけるものとしてご理解いただきたいと思います。 
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○議長（山本浩平君） 11 番、山田和子議員。 

○１１番（山田和子君） 11 番、山田です。 

 先ほど、備品の購入の件で机といすの足りない分の補充というふうにおっしゃったのですけ

ど、廃校となる竹中、虎杖中からの使える机、いす等を使っても足りない分の購入ということ

でしょうか。 

○議長（山本浩平君） 田中教育課長。 

○教育課長（田中春光君） もちろん、竹浦、虎杖の中学校から使えるものは全部引っ越しし

て持ってくるということは当然考えております。それでさらに足りない分という解釈です。あ

と、同じ教室の中で皆さん勉強されていくわけなので、できるだけ机なりいすの形態、形、そ

ういったものを同じものにそろえてあげればなという、そういった部分の考え方もあります。 

それと、先ほど 550 万円と申し上げましたけれども、その中には使えるものは各中学校から

持ってくるというための引っ越しの費用も含んでの 550 万円ということでご理解いただきたい

と思います。 

○議長（山本浩平君） ほかいかがでしょうか。８番、広地紀彰議員。 

○８番（広地紀彰君） ８番、広地です。 

まず、この計画の査定にあたって統合後の学級数と生徒数、詳細踏まえられていると思いま

すので、それを後でも結構ですので表になっていれば教えてください。あわせて、長期的な生

徒数と学級数、特学も踏まえて。見込み５年、10 年単位でおそらく把握されていると思います

ので、そちらのほうをあわせてお教えいただけると教室数の部分が見えてくると思いますので。 

○議長（山本浩平君） 田中教育課長。 

○教育課長（田中春光君） 今手元に表のほうはお持ちしていないので、後ほどお示ししたい

と思いますけれども、統合開始時の学級数としては各学年普通学級としては２クラス。それで、

特別支援の学級については３クラスで開始ということでございます。それで、その次の年度で

４にまたふえてという、そういうような形で推移はしていきます。 

それと、そういったことによって普通学級の学級数、この図面を見ていただければわかるか

と思うのですけど、各階の中で３クラスずつ普通学級もっていくという仕組みになっておりま

す。一般論で考えていけば、２学級なので２教室あればいいのだろうというそういうような解

釈も成り立つのかなと思うのですが、当該学校で例えば少人数の指導であるとか、あとは、習

熟度別の指導なども行っておりまして、そういったことも継続していくということになった場

合、当然２教室では足りませんので、クラスを小分けして指導の体制をとっていくために３教

室はどうしても必要になってくるというそういうようなもので押さえていたければと思います。 

○議長（山本浩平君） よろしいでしょうか。後でその資料を、長期的な観点から考えたとき

の生徒数や学級数等の資料もお願いしたいと思います。 

 ほか。13 番、前田博之議員。 

○１３番（前田博之君） 前田です。 

24 年度の工事①、②、③、④と出ていますけど、先ほども聞いているけど、トータル的に示
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してくれませんか。総事業費幾らで、国庫補助、地方債、一般財源幾らと。それをまた足さな

いとだめだけど、総額教えてください。 

○議長（山本浩平君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時１９分 

                                         

再開 午前１０時２２分 

○議長（山本浩平君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

田中教育課長。 

○教育課長（田中春光君） すみませんでした。それでは、４工事の総事業費としてお示しし

ます。総事業費 7,010 万円。うち国庫支出金 1,180 万 2,000 円、地方債 5,099 万円、残り一般

財源として 730 万 8,000 円です。この一般財源のものとしては、先ほど申しましたけれども、

教育施設整備基金を充当するというそういう考えです。 

以上です。 

○議長（山本浩平君） 13 番、前田博之議員。 

○１３番（前田博之君） 国の補助金、すごく充当率低いのだけれども、その辺をちょっと説

明願います。 

それと、先ほどスクールバスの説明があったのですけど、２台と言っていますが既存のスク

ールバスとどういう関係になってきて、２台が実質増になるのか。詳細はまた予算のときに聞

きますけれども、これの人件費はどうなるかという部分をお聞きしておきます。 

それともう１つは、これから見れば、特別支援教室がかなり離れているのです、校舎から。

本来の趣旨からいけば、健常の子供たちと交流、そういう中で教育するという方針だけど、こ

れはかなり離れているのだけど、その辺の教育委員会の見解と、特別支援にかかわる、これか

ら入ってくる人も既存の人もいますけれども、保護者との話し合いはちゃんと整理されている

のか。その辺だけ聞いておきます。 

○議長（山本浩平君） 田中教育課長。 

○教育課長（田中春光君） 何点かありましたので上から順にお話しします。 

国庫補助の充当の関係ですけれども、建物を小分けして事業展開という形になっております

ので、これらに該当する補助のメニューといいますか、そういった部分が一番上の特別支援教

室の増改築工事、これしかメニュー的に該当するものがなかったというのが１つの状況でござ

いまして、そういったことでこの点については理解願えればと思います。 

あと、２点目のスクールバス購入に伴って既存のバスとの関係はどうなるのかと、こういう

ようなお話だったかなと思うのですけれども、今ご承知のとおりスクールバスについては２台

持ち合わせておりますが、この２台は、いわゆる校外授業、そういったところに活用度が非常

に高いものでございまして、校外授業に回した場合、通常のスクールバスとして運行するバス

がどうやっても不足になってくるという実態が発生してくるために、さらにバスの購入を行っ

ていかなければ運用ができないという、そういう状況の中でバスを購入ということで進めてい
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きたいという考えでございます。あと、このバス２台購入に伴って、当然、運転する方が必要

になってきます。したがいまして、その部分の人件費見合いの部分は、嘱託ないし臨時の職員

として雇い入れ、その中で手当てしなければならないものでございます。 

○議長（山本浩平君） 渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君） 特別支援学級についてのご質問ですが、これにつきましては確か

に距離的にほかの教室と離れているという、教育委員会としてもこの辺についてはいろいろと

議論をしたところです。今議員のおっしゃるとおり、できるだけ一般の子供たちといいますか、

全部が交流できるような形での授業体制が望ましいということは十分教育委員会としても把握

をしておりましたが、施設的にどうしても教室が、特別支援のところがバラバラになるという

ところ、それから、ほかの各学年がどうしてもまとまっていくというところもあるものですか

ら、その辺については今回教室のスペース的なものも含めてここの場所にということで改築と

いう考え方をさせていただいております。ただ、特別支援学級のお子さん方も常時ずっとこち

らにいるということではなくて、当然、普通学級との交流ですとか、それから、いろいろな行

事のときには交流を含めて進めていくということなものですから、そこら辺のところで場所と

してはここという考え方をいたしました。 

それと、保護者に対してということなのですが、時期としては２年後ということになるもの

ですから、今実際に在籍をされて、この後も萩野中学校に継続でという方は何人かいらっしゃ

いますが、新しく入ってくるお子さんもいらっしゃるものですから、そこのところについては、

今後保護者の方とお話し合いをしながら、というふうに考えております。 

○議長（山本浩平君） 13 番、前田博之議員。 

○１３番（前田博之君） スクールバスのことを聞きます。これはまだ、今言ったようにきょ

う、あしたの話ではないから。この全員協議会は公の場ですから、私提言しておきますけれど

も、これだけの人件費を使ってまた新規でバスを購入するのであれば、地元の免許を持ってい

るバス会社がありますから、８時間びっしり走っているわけではありませんから、そういう部

分の対費用効果で見積もりをもらうとか、そういう関係で費用を対比してみて、これから担当

の委員会があるかどうかわかりませんけれども、そういう中で明示してほしいと思いますし、

十分、教育委員会でもそのコストについて計算してほしいと思います。これは提言ですから、

ちゃんと押さえておいてください。 

○議長（山本浩平君） 田中教育課長。 

○教育課長（田中春光君） 今バスのお話ありましたけれども、私どもとしても地元のバス会

社さんからの見積もり等々もいただいた中で費用の比較をしての結果が、ここでこのように示

しているものであるということでご理解いただきたいと思います。 

○議長（山本浩平君） 見積もりをとった形の中でこういう形を示したというお答えです。 

○１３番（前田博之君） そういうことをやったということなのですか。 

○教育課長（田中春光君） やっています。 

○１３番（前田博之君） そうしたら、その結果を教えてください。 
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○議長（山本浩平君） 田中教育課長。 

○教育課長（田中春光君） その結果については、長い目で見てコストを考えていったときに

は、バスを自前で購入したほうが効果的に高いという、そういうような押さえでバスを購入し

ようという考えになっているものでございます。 

○議長（山本浩平君） 本会議の場でお尋ねいただきたいと思います。 

基本的には不明なところを皆さん聞いていただきまして、考え方については、本会議の中で

正式な形でただしていただきたいと、このように考えるところでございます。 

ただいま、教育部長のほうから耐震化についての資料がありますので、これについても若干

説明させていただきたいという申し出がございます。 

それでは、田中教育課長お願いします。 

○教育課長（田中春光君） 耐震化の関係でお時間いただきましたので、この関係についても

今この場で説明をさせていただきたいと思います。 

Ａ３の大きな様式でお配りしておりますものを見ていただきたいと思います。今回、国の３

次補正を活用した中で学校の関係、耐震化工事を進めていこうというような考えのものでござ

いまして、これにかかる予算については、今月 19 日に予定される議会の中で補正予算として提

案したいというふうなものでございますので、この場を借りて説明したいということでござい

ます。今回予算のついたものとしては、緑丘小学校の屋体の耐震改修工事と、白老中学校の屋

体の耐震改修の２点ということになっておりますが、この関係については、耐震改修の工事の

補助率としては、基本的には基準単価の３分の１となるのですが、この 27 年度末までに特別措

置法がございますので、それの適用になったものについては３分の２ないしは２分の１の高率

の補助が使えるということから、これをやっていこうというふうに考えたものでございます。

特に今回の３次補正の中では、この建物補助率かからない部分が、起債が充当されるわけなの

ですけれども、一般的には起債の充当率が 90％であるところを今回に限っては全額起債で充当

されるということから、ぜひとも、次年度予定していたものを前倒し事業として今年次の中で

やっていきたいといったものでございます。この２棟の改修工事が終わった後には、町内の小

中学校としては、61.3％の耐震改修率となるということで押さえていただきたいと思います。 

それでは、緑丘小学校の関係でございますが、事業費、さらに国の交付金、あと起債、一般

財源については、ここの表に記載のとおりでございます。１枚開いていただきますと、その改

修の概要が載っている図面があります。まず、緑丘小学校の１階部分の体育館については、図

面開いていただきますと、桁梁及び鉄骨ブレース補強と、こういうふうに書いてある部分が、

いわゆる耐震改修の部分であるというふうに押さえていただきたいと思います。それ以外の床

のフローリングの改修であるとか、建具の関係の撤去、新設、こういったところについてが、

今回の大規模改修の対象物として取り上げているものであるというふうに見ていただければと

思います。１階部分はそのように見ていただきますとおのおの鉄骨のブレースの補強があった

り、建具の改修があったりというふうに見てとれるかなと思います。 

次のページを開いていただきますと、２階の部分になりますが、こちらについても同じよう
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に体育館の屋根の部分のブレースの補強などが耐震改修の該当場所となります。あと、２階図

面のギャラリーがありますけれども、ギャラリーのスチール製の手すりがあるのですが、こち

らについては老朽劣化しておりまして、かなりがたつきが発生しているため、これを補修して

いこうというものですが、これについては、大規模改修の対象物ということでとらえていただ

ければと思います。緑丘小学校については以上です。 

次が白老中学校の関係になりますが、同じように事業費の総額としては記載のとおり。あと、

国庫補助金、起債額、一般財源についてもご覧のとおりでございまして、それをさらに開いて

いただきますと同じように図面が載ってございますが、これの見方としても同じように、床改

修等と書いてあるところについては大規模改修の対象部分、あと、白老中学校の１階図面の下

のほうにトイレ改修とありますが、ここの部分についても大規模改修の対象部分というとらえ

で見ていただければと思います。 

次のページを開きますと２階部分の改修箇所が示してございます。この中で建具の改修とあ

るのは窓の改修になってくるのですが、ここの部分については大規模改修の該当する部分。あ

と、それ以外の耐震改修と書いてある部分については、まさしくこの言葉どおり耐震改修の該

当部分ということでブレースの補強をしていくというそういうようなものでございます。 

さらに次のページを開いていきますと、建物の外観図が載ってございます。ここの体育館の

屋根の改修。これについては全面張りかえを行うのですが、これについても大規模改修の該当

部分。あと、外壁部分については、塗装をやり直ししていくということになりますが、これも

大規模改修の該当部分ということです。 

最後のページを開いていただきますと、屋根関係の補強部分が網掛けで示してございますが、

屋根関係の補強する部分がすべて耐震改修の該当部分ということでございます。 

図面の見方と説明については以上でございます。 

○議長（山本浩平君） ただいま緑丘小学校と白老中学校の耐震にかかわる改修事業の簡単な

説明がございましたけれども、特にお尋ねしたことがございましたらどうぞ。 

７番、西田祐子議員。 

○７番（西田祐子君） １つお伺いいたします。この図面で見ましたら、素人で全然わからな

いからお伺いするのですけれども、窓ガラスというのですか、こういうものは全然対象になっ

ていないのでしょうか。たしか震災のとき必ずガラス割れたりするのですけれども、国のほう

の基準としては体育館とかこういうところの窓ガラス部分というのは耐震の対象にはならない

ということなのでしょうか。その辺を教えていただければと思います。 

○議長（山本浩平君） 田中教育課長。 

○教育課長（田中春光君） 今回の対象物には、今おっしゃられた窓の飛散防止策といいます

か、そういったものは対象となっていないものでございます。したがって、今回の補助の対象

物には入っておりません。それで、大規模な改修の中では、窓枠含めて老朽化していますので、

そちらのほうは改修を行っていくというような手法となっています。白老中学校については、

大規模改修の中で窓関係改修を行っていきますけれども、緑丘小学校のほうは、窓部分につい
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ては特段対象にならなかったので窓の改修は予定工事には入っておりません。 

○議長（山本浩平君） ほか。 

２番、吉田和子議員。 

○２番（吉田和子君） 今回、第３次補正で実施するということなのですが、この補正のこと

だけでも、白老でも申請をしてやっていくということだったのですが、何カ所申請したのか。

２カ所だけの申請で終わったのか。それとも、まだほかに申請したけれどもだめだったのか。

今全国の耐震化率からいくと白老はかなり低いので、出した部分が認められないというか、多

く出さなかったのか、この２カ所だけだったのか。その点１つ確認したいと思います。 

あと、内容的な起債の関係とか１つだけ確認しておきます。白老中学校と、それから緑丘小

学校の国庫負担の率が違うと思うのですが、これは、耐震化に対しての補助率で違うのか。そ

れだけお聞かせください。 

○議長（山本浩平君） 田中教育課長。 

○教育課長（田中春光君） まず、１点目の何カ所の申請出されたかという話になっていくの

ですが、今回うちのほうで要望として出した部分についてはこの２カ所です。なぜにという話

になれば、あくまでもこの 23 年度の補正事業ということになりますので、前段で実施設計が終

っていなければ実態として提案のしようがなかったという部分があります。それで、今年次の

中で実施設計終わっていたのがこの２つであったという実態なので、それ以上は出せなかった

という部分があります。 

それと、２点目の国庫負担金の補助率の違いなのですけれども、これは緑丘小と白老中の構

造の違いがあるのですけれども、緑丘小学校の場合鉄骨づくりなのです。白老中学校の場合は

鉄筋コンクリートづくりであるということで、そこで補助率、補助単価、その見方が違ってく

るのです。なので、例えば、３分の２と言ってもまっとうに単純に３分の２がかかってくると

いうわけではなくて、単価の見方が鉄骨とＲＣによってかなり開きがありますので、そこの違

いが結果としてあらわれているということです。よろしいでしょうか。 

○議長（山本浩平君） ２番、吉田和子議員。 

○２番（吉田和子君） その物体の耐震率によって補助率の割合が違うのではなくて、その建

物の構造によってまた別の計算の仕方があるということですね。建物の構造に対しての補助率

の出し方があったということなのですね。 

○議長（山本浩平君） 田中教育課長。 

○教育課長（田中春光君） そのとおりです。単純に言ってしまえば、鉄筋コンクリートのほ

うが補助単価の見方としては高くなってくるという、そういう部分があるのかなと思います。 

○議長（山本浩平君） ほかいかがでしょうか。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本浩平君） それでは、ないようでございますので、これをもって三中学校統合に

かかる萩野中学校改修について、そしてまた、緑丘小学校、白老中学校の耐震化に関係する事

業についての説明を終了します。 
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引き続きまして、仮称食育推進センター事業について、担当課からの説明を求めます。 

五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） それでは、仮称白老町食育推進センターの概要を説明させ

ていただきます。国への予算要望等を企画政策課で行っておりますので、私のほうから説明さ

せていただきます。 

お手元に資料がいっていると思いますが、最初、センター建設の目的であります。白老町の

将来を担う、成長期にある子供たちにとって、健全な食生活は健康な心身を育むために欠かせ

ないものであり、食育は、生涯を通じ健やかに生きるための基礎を培う極めて重要なことであ

ると考えております。食育推進センターは、食を通して地域等を理解すること、また、失われ

つつある食文化の継承を図ることや自然の恵みへの感謝、食生活の重要性などを理解する場を

つくるとともに、あわせて給食機能や災害時に対応できる防災機能を整備することで、さまざ

まな場面に対応できる施設とすることとしております。 

施設概要であります。建設予定地につきましては、石山工業団地内を予定しております。敷

地面積につきましては、約 7,000 平米程度。延床面積につきましては、1,500 平方メートル程

度を予定しております。 

施設の機能としては３つありまして、１つは給食機能、それから、２つ目といたしましては

食育機能、３つ目といたしましては防災機能としております。 

概算事業費でありますが、補助対象分につきまして 12 億 3,067 万 9,000 円であります。補

助率につきましては４分の３、75％となっております。補助金額につきましては、９億 2,300

万 8,000 円となっております。内訳といたしましては、地質調査、実施設計、工事管理等で 5,060

万円。それから、工事費につきましては、11 億 8,007 万 9,000 円となっております。先ほどの

事業費の総額の中には、基本設計、備品購入、それから、既存建物等の解体を含んではおりま

せん。これについては補助対象外となっておりますので、含んでおりません。 

６番目のスケジュールについてであります。基本設計につきましては、ことし１月 19 日に

補正を上げる予定となっております。実施設計につきましては、24 年度の７月程度から 24 年

度いっぱいを予定しまして、建設工事につきましては 25 年６月から７月の発注となりまして、

26 年度の夏近くまで予定しております。施設の供用開始につきましては、26 年８月、学校の２

学期から予定しております。 

続きまして、２枚目の食育センターに求められる３つの機能の説明をさせていただきます。

１番目の給食機能についてであります。これにつきましては、対応食数といたしまして 1,300

食を予定しております。あと、整備方針につきましては、アからエまでありますが、衛生管理

体制、総合的な衛生監視手法のＨＡＣＣＰを取り入れたドライシステムです。床を濡らさない、

ウエットシステムとは違う乾燥させたシステムというのを予定しております。それから、汚染

区域と非汚染区域の分離等を予定しております。安心・安全な給食の提供といたしましては、

調理後２時間以内の喫食、それから、献立、食器、食缶への配慮と食物アレルギーへの対応も

考えております。ウの効率のよい調理環境といたしましては、食材の移動、人の移動がワンウ
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ェイ、要するに交差しない、一方通行的な調理環境を予定しております。それから、環境負荷

の軽減といたしましては、可燃ごみ、食品残渣、残食のＢＤＦ燃料化による使用や堆肥化も検

討しております。 

２の食育機能といたしましては、②にありますが、食育推進事業といたしまして、考えられ

るものが親子料理教室、それから、地場産品活用、加工等の教室、それから、地場の職業体験

を通した食育事業、それから、アイヌの伝統料理教室等の父兄、児童、生徒を含めたものが考

えられます。施設の内容といたしましては、調理実習室や食育研修室、また、センター内の作

業工程見学通路等も考えております。 

３番目の防災機能でありますが、建物本体といたしましては、通常建物の 1.5 倍の耐震強度

を予定しております。これについては、防災センター、消防署が 1.5 倍の耐震機能を持ってい

るのと同じということであります。それから、附属設備につきましては、災害時等に対応でき

る給水タンク、自家発電設備、備蓄倉庫を予定しております。また、平常時にはこのセンター

を利用して非常食、飲料水等の備蓄を行うとともに、防災訓練時の炊き出し等も考えられます。

また、災害時については、備蓄倉庫等の食糧を活用した避難者への非常食の調理、それから、

センターでつくった非常食の避難所への搬送等も考えております。 

以上、簡単でありますが概要説明を終わらせていただきます。 

○議長（山本浩平君） ただいま概要の説明がございましたけれども、何かこの件につきまし

て、特にお尋ねしておきたいということがございます方はどうぞ。 

５番、松田謙吾議員。 

○５番（松田謙吾君） 松田です。 

この学校給食センター、これが食育推進センターに変わられました。学校給食センターの議

論の始まりは、21 年度の学校給食の給湯管の補修をするから、この学校給食センターの議論が

始まったのです。学校給食センターの 21 年度、2,216 万 6,000 円だと思うのですが、とにかく、

このときの説明は、給湯管は圧力がかかり漏れる危険性があるのだと。作業の人方の危険度が

高くて、非常に財政が苦しいけれども、どうしても補修しなければならない事業だと、こう言

って 21 年度に予算化されました。それで、22 年度の３月、このときに 2,216 万 6,000 円が取

り下げました。このときになぜ取り下げたのかという同僚議員の質問がありました。そのとき

町長は、10 億円程度の予算で改修工事をするのだと。これが給食センター改修の発端だったの

です。その後、私も一般質問しています、同僚議員もしています、そのたびに 10 億円程度なの

だ、それから、老朽化が激しく改築しなければならないのだ、これはずっと言ってきました。

それからもう３年になるのです。その一般質問の中では、この給食センターの規模や、それか

ら、機能やさまざまな質問をしても一切答えられず。それから、10 億円と言いながら、きょう、

出たこの予算は 12 億 3,000 万円。この大きな事業計画が議会に示されたのはきょうが初めてで

す。しかも、学校給食センターが、名前が変わって食育推進センター事業、こう変わっている。

私は再三、21 年度の給湯管の危機的状況、今でも大丈夫なのですかと私は３回質問しているは

ずです、心配して。それを放ったらかしにして、26 年度の夏頃完成しますと今説明がありまし
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た。でも、21 年度の危機的状況の作業員が危険な状況で作業をしているというこの状況から５

年がたつわけなのです。あの予算というのは一体何だったのですか。議会に対する。まったく

議会をなめているのではないですか。 

 それから、もう１つ。今 12 億何千万。そして、1,500 平米、450 何坪になります。今の説明

の中で大きな理由は、食を通して地域を理解すること、失われつつある食文化、こう言われて

います。私は何が食文化が失われつつあるのか。まず、このことの説明。失われつつあるから、

この大きな食育推進センターと名を変えて事業をするのか。まず、このことからご説明願いた

いと思います。 

○議長（山本浩平君） 渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君） 21 年度のときに予算化されたものについて、そのあと取り下げが

あって、これまでに至っているというところでは、何度も議会の中でも説明をさせていただい

ておりますが、決して議会を軽視しているというものではなくて、その状況の中で必要とされ

ていて予算は計上させていただいておりましたけれども、やはり時代の中でその一部分の補修

よりは、もう少し違う手法があるのであればそちらを選択したいという考え方を持っておりま

したので、当初、予算を計上していたものを取り下げる形で新たな手法を検討させていただい

たということであるということを理解していただきたいというふうに思います。 

それと、食育推進センターということで、今それは子供だけではなくて、社会全体の話とし

て食育の推進ということが言われております。これにつきましては、やはり全体の環境の変化

ですとか、それから、それぞれの家庭の中での食に関する価値観ですとか、そういうものがい

ろいろと変わってきていると。その中では、昔は家庭で家族がみんなそろって、いろいろな手

づくりのものを出しながら食事をしていくという、そこにあったものが段々いろいろな形態が

変わることによって少しずつ変化してきていると。その中ではやはり必要であったものが失わ

れてきている、食という考え方から言えば失われてきているというところがあり、そういう食

というものを大事に、人が生きていく上で食というものは本当に生涯にわたって必要なもので

あるということから考えると、その食についての考え方、それをやはり子供だけではなくて社

会全体で考えていかなければならないと、そういう考え方の中からやはり食育の必要性、これ

を強く言われるようになってきて、今学校でも食の教育というものに力を入れておりますので、

そこの部分については、やはり社会変化の中で必要であっても段々薄れていっているという考

え方で、これについては食文化というこういう大切なものはずっと継承していきたいという考

え方であるという意味から、失われつつあるというそういう表現をさせていただいております。 

○議長（山本浩平君） ５番、松田謙吾議員。 

○５番（松田謙吾君） 私は、21 年度のことをなぜ言ったかというと、あのときの説明はこう

なのです。働いている人方が危険な状況にあるのだと。苦しいけれども秋まで直さなければい

けないのだと言ったのです。言っているのです、こういうふうに。それを３年たって、これか

ら約２年です。もつのか。事故が起きたらどうするのかというのが１つ。 

それから、食文化、先ほど変わりつつあると言うけれども、学校給食というのは昭和 29 年
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に学校給食法が施行されて、６月３日だと思いますが施行されて、その大きな目的は、子供た

ちが弁当を持って来られない。貧乏人の子供たちは学校に弁当を持って来られないと。それか

ら、非常に家庭食が欠落して、弱い子供が多すぎるのだと。そこで国は、そういうものを解消

するためにみんな平等に子供たちを健全に育成するために学校給食法ができたのが、今言った、

昭和 29 年です。昭和 29 年といったら、私はちょうど小学校６年生、卒業の年です。弁当ほと

んど持って行きませんでした、貧乏していましたから。それで、それから白老は 46 年に給食セ

ンターをつくって、今日まで給食センターに何の支障も、子供たちに給食に関しては何の支障

もない。ただ、施設が老朽化した。それから、衛生面が悪いのだということが理由で給食セン

ターをどうしても建てかえなければならないのだと。これが今までの説明でした。しかしなが

ら、食が失われているとか何とかって言ったって、食に関しては決して文化が失われているの

ではなく、食文化がもっともっと発達しています。盛り上がっています。食べきれないだけあ

るのです。そこになぜ、食文化を見直さなければいけないのか。失われたという言葉を使うの

か、私はわかりません。 

それから、この給食センター、何度も一般質問しています。規模から何から。10 億円だとず

っと言ってきました。しかし、きょうこの説明されている、これは議会にかけられるのだろう

けれども、私はこういう 12 億円という大きな事業、これを初めて、きょう議会に初めての説明

です。もちろん町民にもしておりません。議会でさえ初めてですから。聞くのも初めてなので

す。食育推進センター事業というのは。これを今基本計画が 24 年度、25 年度の補助金もらう

のに基本設計を出さなければならない。こういう段階にきてから、きょうこのように説明、も

ちろん議会ありますから本会議でやりますけれども、もっともっと、説明不足です。これだけ

の大きな事業。議会を何だと思っているのですか。町民の代表です、ここにいるみんなは。そ

れをもう今申請するのだと。ですから急がなければ、基本設計作成して 24 年度に出さなければ

ならないからと。こんなばかげた話ってありますか。もう少しきちんとした説明をもう一回し

てください。 

○議長（山本浩平君） 渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君） さきの質問の食文化。逆に多様化している中で失われつつある食

文化という、この表現の仕方というのは、やはり適切ではないのではないかというご質問かと

思いますが、確かに日本の食文化は本当に全世界の食が日本に集まっていると言われていると

いうのは確かにそうではありますが、日常的に子供たちが食として生活をしていく中のそこの

部分については、必ずしも豊かであるとは言いがたいのかなというふうに、実際に学校で子供

たちが食をするということを見て、または、家庭での生活状況なども含めて考えますと、そこ

のところは確かに日本全体を見るとそうかもしれないのですが、子供たちの食を考えたときに

は、なかなかそこのところは難しい部分があるのではないかなというふうに考えております。 

それと、２点目のこれだけの大きな事業。それで、食育推進センターという名称のこの事業

を進めていくにあたって、議会へ対しての説明が当然もっと早く提示がされ、もっと議論をき

ちんとした上で考え方が出てくるのが当然であろうというところでは、そこのご意見としては、
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そのとおりであろうというふうに思っております。これまでも議会等の中で補助のメニューと

言いますか、そこのところがなかなか見えてこない、めどもつかない状況で、その中でこちら

としても探しているということでこれまでも議会の中で説明をさせていただいておりました。

なかなか見つからない中でやっと手が届くところにきたという、それが、時期がいつなのかで

すとか、そのタイミングがどうなのかというのは、それはいろいろあるかというふうに思いま

すが、このタイミングの中で今高率な補助のメニューが手の届くところにあるということであ

れば、白老町としてはこの事業をぜひとも進めさせていただきたいという考え方であって、決

して議会を軽視しているわけでもないですし、時間的にどうしても猶予がないということで今

回お示しをさせていただきましたが、まだまだ内容的には詰めていかなければならない部分が

多いかというふうに考えております。それで今概要として説明させていただいた中も若干変わ

るようなことがあるということも想定はされるというふうに思っておりますので、その辺のと

ころはこれから十分詰める中で説明もさせていただかなければならないというふうに考えてお

りますが、現状の中では時間がなくて、ここの部分について何とか町としては進めていきたい

ということで説明をさせていただいておりますのでご理解いただければというふうに思います。 

○議長（山本浩平君） 今回の全員協議会の開催にあたりまして、実は町側からの要請がござ

いまして、１月６日に議会運営委員会が開かれてございます。その中で冒頭に説明があった三

中学校の萩中改修についての説明と、この食育推進センターについての説明を全員協議会で行

いたいということと、どう取り扱うかということを議運で話しました。その中では、まずは、

担当の所管する常任委員会に諮ったらどうだろうという意見もそこには出たのですけれども、

議運の総意の中できょうの全員協議会での説明と。一応こういう経過になってございますので、

一応説明をさせていただきました。 

５番、松田謙吾議員。 

○５番（松田謙吾君） わかるのです。私は給食センター、別に反対ではないのです。もちろ

ん、先ほどから言っている、給湯管が危なければ直すべきだし、それから、老朽化が激しくて

どうしても狭隘で不衛生であれば直すべきなのです。ただ、私が言いたいのは、白老のまちは

今財政再建中です。町民にも負担していただいている。たくさんの職員も涙をのみながら退職

されている、辞められているのです。そんな中で、将来の生徒数、これも 31 年には 900 を割る

とこう言われています。平成 45 年には１万 2,700 人ぐらいに人口も減少するだろうと、こう言

われている中で、町立病院だって 25 年度中にはやらなければならない。議会の中では 18 年度

にとにかくもうあの病院はやらなければだめだと調査結果も出ている。そういう中で優先順位

からして、必ずしも学校給食センターが優先なのか。まず、私はずっと疑問に思っていた。そ

れから、今の学校給食センターは 168 坪なのです。5,000 食つくって。今度は 450 坪、900 名で

す。それは、ドライ方式とか何方式とかというのはあるにしても、あまりにもぜいたく三昧の

建物ではないですか。もっと優先順位の町立病院、白老小学校、この役場だってそうです。こ

ういうものからやると、もう少し今の学校給食、生徒数、将来生徒数、そういうものに見合っ

た建物で私は間に合うのではないか。確かに岩見沢市がああいうあれを出しました。岩見沢市
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だって、今 7,000 人の給食をつくるのに 1,400 平米なのです。白老は 900 人になるのに 1,500

でなければならない、こんな理論になりますか。私は先ほどから言っている、給食センター反

対ではないのです。やらなければならないものはしなければなりません。しかしながら、議会

の声も町民の声も聞きましたか。１つも聞いていないでしょう。もう 25 年度に向けた基本設計

策定、国に出さなければならない段階にきてから、これは説明ではないです、報告なのです。

ですから、私は、今は説明だけで本会議ではありませんからあれなのですけれども、そういう

ことからいくと、町民の声も反映されていない、議会の声も反映されていない、それから、子

供の将来像、生徒の将来像、学校の将来像、このことだってきちんと報告して、この 12 億幾ら

の大きな事業はそういう合意を得てやるものです、少なくても。と思うのだが、どうですか。 

○議長（山本浩平君） 渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君） 基本的にこういうような施設を建てる場合には、もう少し議論が

しっかりとされた中で進めいくというのが基本であるというふうには押さえております。これ

は、議会の中でも何度も議論をしている中では、なかなか簡単にこういうものがすぐ建てられ

るというものではないという考え方も持っておりますので、いつ建てられるかというような明

確なものがない中で、構想としては持てたとしても具体的な計画等をなかなかこちらとしても

持って進めていくというところが十分できていなかったなというふうには思っております。た

だ、こちらといたしましても、総務文教の所管事務調査もしていただいております。その中で

はやはり施設等の老朽化が著しいというようなことでもあり、やはり必要性というものについ

ては所管事務調査の中でも言われておりました。詳細について説明をさせていただいていたわ

けではありませんが、そういうものも含めながら、こちらとしては、手法として新しいものが

あるのであれば、その手法を考えながら進めていきたいというふうに思っておりましたので、

そこのところは議会のほうにきちんと詳細の議論を詰めてというところではありませんが、あ

る程度のものをお示しした中で進めさせていただいたというふうに考えております。 

それから、スペース的なもので、今お話がありましたけれども、確かに子供の数が減ってき

ております。その中でこれだけの平米で、これだけの額の施設が本来的に必要なのかというこ

とですが、基本的な衛生管理の基準等が大きく変わっている中では、それに沿った形の施設が

必要であるということが１つです。それから、食育というものを充実させていくという考え方

からいきますと、そこのところに係る施設的なものも必要になってきます。 

それから、３点目の防災機能をということですので、それにも当然、経費としては、食育推

進センターの機能のほかにこの防災の機能をつけるということであれば、それにかかわるまた

経費的なもの、それから、スペース的なものがかかってくるということになりますので、そこ

のところを全体的に考えますとこれぐらいの規模は必要であるという考え方で進めていきたい

というふうに考えております。 

○議長（山本浩平君） 特に優先順位につきましては、本日の全員協議会におきましては理事

者の出席ないわけですから、これは理事者の出席のある本会議等で質問していただければと思

います。 
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５番、松田謙吾議員。 

○５番（松田謙吾君） こういう大型事業、12 億何千万円の、これに責任ある理事者、副町長

あたりが出席しないというのは、私は、極めて議会をばかにしているのです。それしか言いよ

うがないのです。 

それから、もう１つは、私 1,200 票とったのです、この間の選挙で。大方の方々、誰もこの

給食センター何か賛成している人一人もいません。なぜ今なのだと。もっと大切なのは病院だ

とかいっぱいあって。ですから、私はなぜ理事者が出てやらないのかと。理事者はこう言って

いるのです、選挙で。新規の事業は企画、立案段階から町民の合意が反映できる事業選択会議

を設けて設置するのだと、こう言っています。設置しましたか。ここのところだけもう１つお

聞きしてやめます。 

○議長（山本浩平君） 渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君） この事業につきましては、さきの議会の中で町長のほうからもお

話がありましたけれども、これは継続事業でありますと。新規の事業というとらえ方ではない

という答弁がされていたかというふうに思っておりますので、あくまでもこれは継続という考

え方なので、事業別のそういう組織を持った中での検討ではないというふうに考えております。 

○議長（山本浩平君） ５番、松田謙吾議員。 

○５番（松田謙吾君） 継続事業だと言うけれども、町長変わったのです。この前の国政だっ

て、自民党政権から民主党政権へ変われば、八ッ場ダム、あれだって中止するのです、事業仕

分けして。私は、新しい町長が町民の声を聞いてやるというのであれば、前の町長が言ったと

いったって、まだ策定事業していないわけですから。継続事業というのは、策定計画を出して

からのことを言うのです。だから、先ほど政権が変われば事業仕分けをして、前政権のものの

考え方を変えるのです。町民の合意が、国民の合意があればできるのです。私はそのことを言

っているのです。なぜ継続事業なのですか。まだ策定計画出していません。今やめられる事業

です、これは。  

○議長（山本浩平君） ほかにございますか。 

７番、西田祐子議員。 

○７番（西田祐子君） ７番、西田でございます。 

食育推進センター事業ということなのですけれども、多分これは学校における給食推進の基

本的な考え方とか、文科省で平成 17 年につくった食育基本法というのですか、これに基づいて

のこういう言葉なのかなと思いまして、ちらちらっとこれについてインターネットで開いて調

べてみたのですけれども。ここの中で、各市町村で食育推進会議というものをつくりなさいと、

また、市町村で必要な事項は条例で定めなさいとなっているのですけれども、例えば、この食

育推進センター事業について、今言ったような市町村食育推進会議の組織の中で検討されて、

やっぱりこういうものが必要だという意見だとかそういうものがあったのですか。その点１つ

だけお伺いします。 

○議長（山本浩平君） 渡辺教育部長。 
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○教育部長（渡辺裕美君） 白老町の場合には、白老町としての食育推進計画というもの自体

は持っておりません。持っているのは、教育委員会のほうで子供たちの食育の推進ということ

で計画を持っておりますので、そこのところで今回も食育推進センターという名称になってき

ているかというふうに思います。これまでも組織として持ってはいないのですが、食育につい

ての必要性というのは、今実際に栄養教諭を配置する中で学校等でも進めてきていることです

ので、そういう意味で食育の必要性といいますか、それは進めているという考え方であります。 

○議長（山本浩平君） ７番、西田祐子議員。 

○７番（西田祐子君） 私が質問したこととちょっと違うことを答えられているので。私は、

国がつくった食育基本法があります。これに基づいて各市町村で条例をつくってくださいと。

そして、そこの中で推進計画を立ててくださいと。それで、市町村食育推進会議なるものをも

って、そこのところでこういう食育推進センター事業について、こういうセンターが必要です

よという意見があったのですか。そういうところで話し合われたのですかと伺ったのです。そ

うしましたら、今の答弁でしたら、そこのところは答えていただけなかったのですけれども、

検討しなかったと。もともと、こういうような推進条例も持っていないし、推進計画も立てて

いないし、推進会議もない、組織もないということですね。間違いございませんね。ないとい

うことですから、私今これを聞きましたのは、これは国としては平成 27 年度までに 100％こう

いうものをつくるようにということで平成 18 年度から 22 年度までの５年間、各市町村にやる

ようにということをやってきたのですけれども、北海道でも結構やっているところとやってい

ないところとあるのですけれども。私、食育推進センター事業という名前をつけるのであれば、

まずそちらが先なのではないかと思うのです。そちらの条例をつくり、そして、計画を立て、

そして、そういう会議の中でこういうようなものを白老町として全体の食育ということの全体

計画の中でこういうものをたてていくというのならわかりますけれども、これでしたら、セン

ターをつくるだけの仕事であって、本質の食育というのは一体どこにあるのだろうと。誰が一

体、このまちの食育をどういうふうにしていくのだろうという基本的なところが議論されてき

たのかなと。１つ、それ疑問に思います。その辺どうなのかということ。 

２つ目に、この施設概要の中で、概算で 12 億 3,000 万円ということなのですけれども、こ

れでいったら、町負担がざっくり３億 700 万円。ところが、上記工事費には基本設計、一般備

品、既存建物解体を含まずとなっています。やはり私、こういうものを建てる上では当然、旧

給食センターの取り壊し費用もきっちり計画に入れていかなければならないし、こういうよう

な備品というものも大ざっぱな形でやっていかなければいけないと思うのです。私、給食セン

ターのことにつきましては、平成 22 年３月と９月に質問しております。同僚議員も６月にも質

問しておりますし、昨年ではなく一昨年です。そうしましたら、もう１年以上たっているわけ

なのですから、最低限そういうところの計画というものも、そのときにちゃんと計画的にやっ

ていきたいという答弁を何度も何度もされているのだったら、１年以上たっているのにいまだ

にこういう数字がお示しいただけないのはなぜなのかなと。その間１年以上何もやらなかった

ということなのですか。どういうことなのでしょうか。それをお伺いします。 
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○議長（山本浩平君） 渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君） さきの質問の食育の推進、町全体として進めていくべきであり、

それを推進していく窓口といいますか、そういうものもきちんと設置をする中で進めていくべ

きであろうというご質問かというふうに思います。それはおっしゃるとおりだというふうに思

います。なかなか町全体の食育の推進というところが、いろいろと進めていくそれぞれのとこ

ろで食に関してのテーマを持った事業というのは進めているのですが、きちんと食育というも

のをとらえた政策といいますか、そういうものを持っていなかったものですから、先駆けてと

いいますか、教育委員会としては、やはり子供たちの食育の必要性というものを押さえており

ましたので、そこのところで教育委員会が先に子供たちの食育の推進ということを進めてきた

というところです。ですので、町全体として当然そういうものを進めて、こういうものが事業

としてあるべきであろうというお話としては、そこのところはおっしゃるとおりであろうとい

うふうに考えますので、そこのところは今後、実際に食育の推進というこういうものの中でど

ういうふうに進めていくかというのは要検討の事項になるかなというふうに思っております。 

○議長（山本浩平君） 五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） 補助対象外分のご質問がありましたが、あくまでも概算で

ありますが、一般備品につきましては、補助対象外分の厨房器機、それから、食器、食缶等を

入れて約 5,000 万円程度と想定しております。それから、既存建物解体につきまして、約 900

万円程度と予定しておりますが、あくまでも概算ということで理解願いたいと思います。 

以上であります。 

○議長（山本浩平君） ７番、西田祐子議員。 

○７番（西田祐子君） 食育のことについて、今渡辺部長は、教育委員会が子供たちの食育に

ついて、このセンター事業をすることによって率先して、先駆けてやったという言い方をされ

ましたけれども、正直言いまして、食育というのは文部科学省の所管なのです。文科省なので

す。つまり教育委員会なのです。まず、給食センターが古くなって建てかえしなければならな

いというのであれば、やっぱりその時点で当然食育基本法というのもできているのですから、

当然こういう情報何かもあると思うのです。そうしましたら、当然のように、これの考え方に

基づいてドライ方式つくりたいとか、いろいろ言っているわけです。そして、地場産品も使い

たいとか。これ全部、食育推進基本計画の中に書いている内容なのです、今回示された内容と

いうのは。そうしましたら、当然のことながら、こちらの基本法というものをまずつくって、

そして、町民の方にも示し、当然議会にも示して、そして、この中でこういうものが必要です

ということが必要だったのではないかなと私は思います。そういう意味からいうと、ちょっと

やり方が、何年も前から給食センターのことについては私も心配しておりましたけれども、ち

ょっと違うのではないかなと。そのことだけまず申し上げて、今後どうされるのか、そのこと

をお伺いします。 

○議長（山本浩平君） 渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君） 今食育基本法については文部科学省がと。それぞれ所管というの
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がいろいろとありまして、北海道の場合には教育委員会ではなくて農林の所管になっていると

いうようなところがあって、それぞれ実際に進めていく場合にどこが所管をするのが推進しや

すいのかというようなところの議論があったかというふうに思います。そういう意味では、教

育委員会が、子供だけしかやりませんということではなくて、当然、子供を通して保護者であ

ったり、地域であったりとそういうような考え方も持ちながら食育の推進ということを進めて

おりますので、その辺のところはこの後、これまで子供という視点で教育委員会で進めており

ましたが、この後まち全体の食育の推進という考え方でそれは整理をさせていただきたいとい

うふうに思います。 

○議長（山本浩平君） 西田祐子議員。 

○７番（西田祐子君） 北海道の場合は農林のほうの関係とおっしゃいましたけれども、そう

したら、白老町においては農林といいますと産業経済課ですよね。産業経済課でこれをつくる

ということですか。考えるということになるのですか。その辺がちょっと理解できなくて、今

わからなくなってしまったのですけれども。これは農林と言いましたよね。国では文部科学省

ですけれども、北海道では農林と言いましたから、そうしたら、当然、白老町は教育委員会で

やるものなのか、それとも、産業経済課でやるものなのか。 

○議長（山本浩平君） 渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君） それで先ほど、この後整理をさせていただきますというのは、そ

ういうものを含めて、どこがしっかり所管をして進めていくのかというところを整理させてい

ただきたいというふうに思います。 

○議長（山本浩平君） ほかございませんか。 

13 番、前田博之議員。 

○１３番（前田博之君） いろいろ議論出ていますから、松田議員からも話出ていましたけど。

非常に我々議会のほうにも問題というか、これから考えなければいけないと思うのですけど。

きょう 13 日にこの食育推進センターの説明があって、19 日に予算上がってくるのです。この

説明を受けた中でもかなりの質問事項があると思います。協議しなければいけない部分。それ

で、19 日に採決すると思いますけど、議員はどういう立場になってやるかということに非常に

問われているのですけど、それはそちらに置いて、非常に二元代表制と機関競争主義が問われ

ているのです。今までの体制の中でも、前回の初議会の後の議会の国際ホテルの関係も議案上

げてすぐ採決だったのです。町民の代表として、まちのかかわりの中でこの事業はどうあるべ

きかという議論をされても時間がないのです。今回も同じ手を踏んでいるのです。もう少しや

っぱり特別委員会とか所管事務調査とかそういう中でこれから議論していく必要があると思い

ますけれども、それぞれ議員が考えなければいけないし、そういう問題についても 19 日に私は

質問させていただきますけれども、何点かだけお聞きしておきます。 

まず、説明の中で補助率４分の３になっていますけど、これは国の補助メニューは何のメニ

ューなのか。正式な名称を教えていただきたいと思います。 

それと、施設機能の中に給食機能、食育機能、防災機能、これを含めて 12 億円になってい
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ますけど、これはまた 19 日にちゃんと聞きますけれども、概略でいいですけれども、どういう

振り分けになっているのか。 

それと、残り３億円の財源手当て、一切出ていませんけど、これはどうなるのか。 

それと、今後議会とどういう協議をされていくのか。実施基本設計出したのだけど、もうこ

れっきりで終わりなのか。そして、部長が言っています、補助金がありきなのだと。だから出

しているのだ、補助金つけば何でも事業優先するのだという、そういう玉条的な発想でやって

いますけれども、本来は政策過程で議会がどうかかわるかということが本筋なのです。その中

からどういう構想があって、どういう補助金をもらう財源をどうするかということになるけど。

これは今の食育推進センターの事業については、方法が本末転倒されているのです。そういう

ことで、補助金ありきで優先して、議会、住民を置き去りになっているのです。そういう部分

も含めて５点お聞きします。 

○議長（山本浩平君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時３８分 

                                         

再開 午前１１時４９分 

○議長（山本浩平君） 休憩を閉じまして会議を再開いたします。 

町側の回答をお願いいたします。 

五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） 何点かご質問ありましたが、まず１点目の正式な補助メニ

ューということで質問ありましたが、今時点ではあくまでもめどがついたということで、正式

には３月に国で予算が通ってから決定するということで、今時点で正式な補助メニューはお答

えできる状況にないということをご理解願いたいと思います。 

２点目の３つの施設機能の費用内訳というお話でしたが、１つは、防災機能につきましては、

約１億 5,000 万円程度かかる予定であります。あと２つの食育、それから、給食機能について

は分離ができないということで、それ以外、１億 5,000 万円を除いた以外がその費用だと理解

していただければと思います。 

３点目の一般財源の内訳ということなのですが、一般単独債の 75％ということを予定してお

ります。 

あと、４つ目の補助金ありきで改築するのではないかというご質問なのですが、先ほど渡辺

部長のほうでも、今までも議論しておりますが、今までも総務文教に説明しておりますし、議

会等のご質問の中でも率のいい補助メニューがあったら改築したいという町側でずっと今まで

も回答してきていると思いますが、あくまでも今回そのタイミングが合ったということでご理

解願いたいと思います。 

以上です。 

○議長（山本浩平君） 13 番、前田博之議員。 

○１３番（前田博之君） 今後の議会対応について、どうしていくかということについて答弁
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漏れていますので、答弁願います。 

それで、補助メニュー。国で３月に決まるけど、まるっきりわからないといったら、それで

は今まで飴谷元町長がメニューを探すために主要官庁行って要望しているというけど、どこに

行っていたのですか。どこの補助金ぐらいかもわからないのですか、正式に。そんなわからな

いものをそうしたら今 19 日に議案上げるのですか。 

それと、今言った今後の議会の対応。これは、みんな言っているのは、そちらは補助金がわ

からないから今まで言えないと言っているけど、本来給食センターはどういうセンターがいい

のだろうと。そういう議論がなぜないのですかということを言っているのです。それ言ったら、

町側も補助金はっきりしないから言えないとか、前の白崎教育長は、基本構想は教育委員会持

っていると言っていました、同僚の答弁に。それでは、先に基本構想計画を示して、こういう

ことですと。よって、補助金がついたらこうしたいというのが筋ではないですか。答弁かみ合

わないです、我々議会で言っている質問と。私だって反対しているわけではないのです。ここ

で言っているのは、どういう給食センターがいいかということを皆さん議論したいと思ってい

ます。それをなくして、補助金がつかないから言わなくてもよかったのだという話にならない

でしょう。もう少し本筋を議論するような答弁してもらわないと困ります。 

以上です。 

○議長（山本浩平君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） そもそも給食センターの考え方というのは、確かに病院であ

れ、白老小学校であれ、それから、給食センターであれ、40 年以上たっているものがまちの中

にたくさんあります。ですから、それらについては、それぞれもっぱら使用する人たちがやっ

ぱり病院をほしい、病院が最優先だ。あるいは、学校に通っているお子さんをお持ちの親御さ

ん方は、やはり学校給食センターを何とかしてほしい、それを最優先だと。ここの歩道橋を使

用している人はこれを何とか早くしてほしい。町民というのは、やはり自分が一番密接にかか

わるもの、その部分がやはり最優先課題だと思うのです。そういったことを踏まえた中で町で

は、やはり今言ったようなものについては、これはすべてが最優先課題だといった枠の中で、

それでは、どうしたらそれを再構築できるか、改築できるかということで各種補助メニューを

探すのに奔走しております。それで、補助の見通しのついたものから優先的にやらせていただ

くという、このような考え方に立ってございます。そして、今回このような形で 19 日の議会に

基本設計を上げさせていただくという運びになったのは、昨年 12 月 24 日に国の予算が閣議決

定されました。基本的には、閣議決定された段階では、市町村にその内容を下すことは、現実

的にはご法度になっております。そういったことから公の場では何の省庁の予算で何についた

かということは言えないということに原則なっておりますので、この部分ではご了解いただき

たいなと思います。 

それで、給食センターについては、今までずっと松田議員が 21 年に 2,000 万円取り下げた

ときからずっと一般質問とか、それから、予算のときの審議の中でいろいろ議員の考え方等を

町民の意見を踏まえた中で出されておりました。そういった部分の中で町の考え方はそれなり
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にお答えして、議会の皆様方にはご理解いただいているものと考えます。 

それと、総務文教常任委員会でも一定の考え方を出されておりますので、基本構想的な部分

についてはご承知いただいているものと考えておりますので、ご了解いただきたいと思います。 

○議長（山本浩平君） ほかございませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

                                         

◎閉会の宣告 

○議長（山本浩平君） それでは、以上をもちまして食育推進センター事業についての全員協

議会を終了いたします  

（午前１１時５７分）  


