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会議録                平成 24 年 3 月 12 日（月） 場 所 3 階 第 1 研修室 

 

会 議 名    E A：第 4 回平成 24 年度予算等審査特別委員会 

出席委員：福嶋委員長、吉田副委員長、又地委員、佐藤委員、平野委員、竹田委員 

     笠井委員、新井田委員、東出委員 

欠席委員：な し                

                           会議時間   9：30～11：58 

                          事 務 局  山 本、近 藤 

 

開会   

1．委員長あいさつ       

福嶋委員長 定刻になりました。ただいまから 3 月 9 日に引き続き、第 4 回平成 24 年度

予算等審査特別委員会を開会いたします。 

 ただいまの出席委員は 9 名でございます。 

 よって木古内町議会委員会条例第 14 条の規定による委員の定足数に達しておりますの

で、委員会は成立いたしました。 

 ただちに本日の会議を開きます。本日の会議次第は別紙配布のとおりでございます。 

 

2．審査事項  

（1）介護老人施設 

福嶋委員長  介護老健の皆さんどうもご苦労様です。それでは早速説明をお願いいたしま

す。大坂事務長。 

大坂事務長 －概要説明－（記載省略）（1：39～14：27） 

福嶋委員長    説明が終わりました。歳入歳出について質問を受けます。 

 又地委員。 

又地委員 利用者の食事、個人負担ありますよね。短期入所もあるのですけれども、1 日

平均で総額で出ているのですけれども、1 食あたりどのくらいになっているか、ちょっと

お知らせ願います。 

大坂事務長 1 日分は基準といたしまして、食事は 1，380 円です。1 日です。これがそれ

ぞれ世帯の区分によりまして、それぞれ自己負担分と収入というふうにして、分かれて入

ってきます。 

福嶋委員長 他にありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長 ないようですので、引き続き 4 条予算の説明をお願いいたします。 

 大坂事務長。 

大坂事務長 －概要説明－（記載省略）（15：59～17：32） 

福嶋委員長   4 条予算の収支について説明が終わりました。質疑を受けます。 

 （「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長 ないようです。これで全部終わります。どうもご苦労様です。 
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 暫時休憩いたします。 

 

休憩 9：45 

再開 9：51 

 

（2）生涯学習課 

福嶋委員長  休憩を解き会議を再開いたします。 

 教育委員会の皆さんご苦労さまです。生涯学習課の課長から説明をお願いいたします。 

佐藤課長   －概要説明－（記載省略）（18：24～35：07） 

福嶋委員長  以上で学校教育の歳入歳出の説明が終わりました。質疑をお受けいたします。 

 又地委員。 

又地委員 大した金額ではないのですが、教育委員会の研修旅費が若干増えたのですけれ

ども、増やすためにはもうすでに研修のローテーションが組まれていると思うのです。こ 

れは、ことしはどのような形で行くのですか、それが一点。 

 それから、小学校も中学校も吹奏楽の楽器をことしも若干ですけれども買うということ

です。トータルで 100 万円出るのですが、この購入する楽器の種類はどのようなものなの

か。 

福嶋委員長 佐藤課長。 

佐藤課長 まず委員さんの研修旅費ですけれども、ことし新任委員がお一人いらっしゃい

ます。この新任委員さんの分でございます。これは札幌で研修があります。 

 それから、吹奏楽の種類ですけれども、まず楽器につきましては締太鼓それからチャッ

パ、あたりバチつき、擬音楽器、これらが小学校の振興費で買うものでございます。 

 それから中学校ですが、中学校につきましては鉄琴、いわゆるシロホンというものとフ

ルートでございます。 

福嶋委員長 竹田委員。 

竹田委員 何点か確認したいと思います。154 ページ、中学校の管理費、単純に光熱水費、

電気料を前年度と比較すると、100 万円増えている。これは 1 月から高校に移転する、高

校さんの実績を勘案して 100 万円の増になったのだなと思う。そういうことからすれば、3

か月で 100 万円ですから、1 年通すとものすごい電気料が、いままでの中学校から比較す

ると、維持費が増えるという認識でいなければならないのかなと。そういうことなのか、

併せてボイラーの構造も違うだろうし、燃料の燃費も異なってくるという事で、25 年度か

らは中学校の管理に係わる部分は消耗品的なものは、増大してくるという認識をしておか

なければならないということで、確認の意味でご質問したわけです。 

 それと、146 ページの学校管理臨時職員の関係、今まで施設のほうで、予算の組替えと

いうことだと思うのですけれども、という事は、いままでは施設の臨時職員の中で、場合

によってはローテーションを組んで、人材をいろいろまわしていた部分が、今度は固定化

するという考えなのか。教育委員会としての考え方なりを、ちょっと示していただきたい

と思います。 

 それと、55 ページの教職員住宅の会計収入、収入の額は別にして去年から見れば 2 戸減

になっております。どこが教員住宅が普通財産になるのかどうしたのかという部分と、今
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後、教員住宅のあり方を含めてどうなのだろうという。中学校が高校に移転すれば高校の

教員住宅も学校側に校長住宅だとかあるのですけれども、当然学校管理上からすれば、い

まの教員住宅は高校の下にもありますけれど、高校の教員住宅に今度多分入ると思うので

すけど、今後の教員住宅の適正管理、空いている部分、教員住宅の用途に供しない部分を

どうするかとか。例えば住宅の維持管理、管理計画みたいなものを持っているのかどうな

のかという部分、その部分をお聞かせ願いたいと思います。 

福嶋委員長 佐藤課長。 

佐藤課長 竹田委員のご質問、まず一点目管理費が増額する傾向にあると、現高等学校の

維持管理については、事務の担当から単純にデータをいただいたものを載せたところでご

ざいます。今後、学校運営の中で額は若干変わってくると思うのですが、その辺は 1 年な

りやって経過を見ないと数字を掴めないと思います。ただ、印象的にはやはりいまの現中

学校よりは多いのかなという感じがします。 

 それから公務補さん、学校公務補さんの臨時のかたですが、ここ数年はかなり中学校と

小学校にそれぞれ建設水道課所属のかたがいらっしゃいますけれども、ローテーションと

いうよりも、その 2 人はほとんどずっと変わっておりません。その方々が来るのかちょっ

とわかりませんけれども、教育委員会に 2 人、男性の職員が来るということで、ローテー

ションはちょっとわかりませんけれども、いままでよりも同じ教育委員会ということで、

流れはそんなに変わりませんけれども、いいのかなという感じでおります。 

 それから住宅なのですけれども、昨年の当初予算の収入と見比べると 50 何万円少ないの

ですけれども、普通財産とか別に所管替えしているわけではありません。今現在、昨年よ

り一戸、昨年の途中から 1 戸入っていないところがあったり、スポーツセンターの下、あ

そこが 2 戸壊したりしていますので、実際のところ、今入っている中学校の比較的新しい

ところ 5 戸と、高等学校の下に 1 棟 2 戸、それから鶴岡小学校のところに 2 戸あります。

これが新しく住めるような状況になっております。それでこれは異動がないと、どのよう

になるかわかりません。あくまでも推測の予算計上でございますので。 

 それから、高等学校の脇の住宅ですけれども、これについては道教委のほうと、いろい

ろ「住宅を買わないか」というような働きかけがあります。それでいま協議中でございま

す。それがどのような方向になるか、まだはっきり申上げられませんけれども、道教委の

ほうからは買って欲しいというような形で申し出があります。 

福嶋委員長 竹田委員。 

竹田委員 今、答弁いただきましたけれども、高校の住宅の学校の側の住宅は、学校と一

緒に無償譲渡を受けるものだというそういう認識をしていたものですから、その前の集合

住宅というか、あれについては有償というか町の方で買って欲しいという部分もそういう

認識をしていたものですから、即 3 月で木古内高校が閉校ですから、あそこの学校の側の

一戸建ての住宅については、十分な活用できるという、そういう認識をしていたものです

から。それと、やはり今説明いただきましたけれども、教員住宅の例えば所在、結構点在

していますよね。中学校の側だとか、できれば管理上、配置図だとか管理している部分は、

ここが空き家だとかそういう整理している資料等がもしあれば、資料を提示していただき

たいということ、資料要求をして終わります。 

福嶋委員長 それでは町内の教員住宅の点在している場所を資料として図面に載せてもら
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って、まとめたものを資料要求をお願いいたします。 

 東出委員。 

東出委員 今、教員住宅の話が出たのですけれども。まだ教職員の異動はないのですけれ

ども、平成 23 年度において教員の総体の中で通勤している人、何人いるのか。その辺、把

握していればお聞かせ願いたいと思います。 

 それから、次は直接、予算に関係ないのですけれども、この頃、時々新聞に出ているの

ですけれども、中学校の教育課程の中で武道を取り入れる。今回、教育長の執行方針にも

出ていなかったのですけれども、当町はどのようなものを柔道になるのか剣道になるのか。

それについては、どのように現在なっているかをお聞かせ願いたいと思います。 

 それから、「町の教育研究所の充実に努めてまいります。」というふうに教育長が結ん

でいるのですが、おそらくこれは、校長会、教頭会かなというふうに思うのですが、実際

これはどうなのでしょうか。学校も随分統廃合してしまい、今、校長会でいうとい 2 名、

教頭会でいうと 2 名ですよね。あとないわけですから、それらのものについて、では果た

して校長会、教頭会というのが予算の中で探せなかったのですけれども、これは現存して

いくものなのかどうなのかお聞かせ願いたいなと。この 3 点よろしくお願いいたします。 

福嶋委員長 教育長。 

野村教育長 東出委員からのご質問 3 点にお答えしたいと思います。 

 1 点目につきましては、町内の教職員の人数と、その中で通勤しているものというよう

なご質問だと思うのですが、現在小学校と中学校を合わせて 29 名の教職員がおります。そ

のうち 8 人が住宅に入っておりますので、21 人が通勤しているというような事でございま

す。21 人が通勤して 8 人が町内に在住しております。そのうち 7 人が公営住宅に入ってお

ります、というような現状でございます。 

 それから、2 点目の新学習指導要領に基づく体育での武道の導入というようなことで、

木古内中学校ではどのように取り組むかというようなご質問でございます。武道につきま

しては、木古内中学校では柔道を、これに取り組んでいくというような考えでございます。

各学年、約 10 時間程度というような事で行う予定になっております。 

 それから 3 点目の町研、町の教育研究所の関係でございますけれども、これにつきまし

ては校長会、教頭会というのは別でございまして、一般の先生がたも入った中で、木古内

町の教育をどう進めるかというようなことで、例えば先生がたのサークル研究、例えば数

学の集まりでの研究、そして公開授業等々、実践活動につなげて行くというような活動を

しているところでございます。しかしながら、現状としては先生の数が少なくなっていま

すので、昨年から教育研究所の運営内容について校長会とも協議をしているところでござ

います。この研究サークルの部分よりも、小学校と中学校の連携事業をどう進めるかとい

う事にシフトしながら、小、中の子供たちの接続を、そして 9 年間のスパンの中で、義務

教育をどう進めるかというような考え方で、24 年度は進もうというような話をしていると

ころでございます。以上です。 

福嶋委員長 東出委員。 

東出委員 いま、教育長のほうから、この新学習要領による柔道の導入ということなので

すけれども、これに関しては、道新等では危険技は禁止する、例えば大外刈りだとか体落

としだとか、いろいろと出ていましたけれども、ひとつ課題になるのは指導者に問題が集
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中しているみたいなのですけれども、当町は、それ専門のいまいる教職員の中で対応して

いくのかどうなのかもう少し詳しく知りたいのは、教職員でいなければ、いま柔道の木古

内の体育館でもやっていますけれども、そういうクラブみたいなところの人をあれするの

か、その辺、危険な技はどうするのか。それから指導員はどういう形になっているのか、

この際ですので。これは下手をすると、事故に繋がりかねないということで、随分いま道

教委のほうもぴりぴりしているような感じなので、この辺についてきちんとわれわれのほ

うにもお知らせしていただきたいものだなと思います。 

 それから、なぜ、先程、通勤の先生が何人いるのだという聞き方をしたのは、強いて言

えば鶴岡にも 2 戸住宅が空いていますし、もし、入る先生が強制ではないですけれども、

やはりそのようにして、極力空き家をなくする方法論は考えられないのかなという思いで

聞いていますので、再度お伺いしたいと思います。以上 2 点。 

福嶋委員長 教育長。 

野村教育長  ただいまのご質問でございますが、1 点目につきましては、平成 24 年度から

導入されます武道について危険性、それから、指導者についてということでございます。

この柔道につきましての危険性については、この頃、道新等に記載されてかなり危険みた

いなことを言われております。しかしながら、この基本的に武道というのは日本人の心と

言うのでしょうか、礼儀というような部分を重んじるような、精神的な部分を導入されて

ということでございます。それで、実際、柔道の技をかけるとき、例えば「大外刈り、大

内刈り、体落とし」、これは後ろにぽーんと転ぶことで、後頭部を打つというこういうよ

うな危険性があるということでございます。中学校等は、まだ、技をかけるというような

状態ではまだないと。そして、さらに大外刈りとか、体落とし、大内刈りと、このような

部分についての、技については実施しないというような確認をしているとこころです。私

は、基本的には、技というよりも受け身のほうを重点的にやるべきでないのかと、いうふ

うには思っております。 

 それから、2 つ目の指導的な観点でございますけれども、現在いる体育の先生は柔道専

門ではありません。しかしながら、経験 50 代の経験のある先生であります。前々任校でも

体育の中で柔道を指導していたという先生でございます。しかしながら、それで安心して

いるというわけではございません。学校のほうで指導的な必要性があるということがあっ

た場合は、例えば、木古内町の柔道指導者あるいは警察署、この応援をいただきながら進

めて行ければなというような体制では考えているところでございます。 

 それから、大きく 2 つ目でございますけれども、通勤者の木古内町への在住というか公

住に入れようというような促進のお話しでございますけれども、日頃、「木古内町には良

い住宅があるよ」という話をしております。それから、異動でこられる先生にもそのよう

に「住宅の確保をしている」というようなことで努めているところでございます。今後も

そのような形で取り組んでいきたいと思っております。以上です。 

福嶋委員長 竹田委員。 

竹田委員 中学校の管理費の部分で、工事請負費が今年度計上になっていない。なぜそれ

を言うかというと、先般 10 日の日に小学校で吹奏楽のさよならコンサートをやっても自分

も演奏を聴きに行ったのですが、開会前に楽器の置いている側に雑巾だとか、体育館に点

在しているのです。なぜと思いましたが、雨漏りだとか前からあるのだという。それは教
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育委員会が承知していなかったのか。この当初予算では間に合わなかったのか。冒頭の説

明の中で小学校の予算の中で全然話がないものですから、もし教育委員会がその部分を承

知していないとすれば、きちんと学校長、教頭とコンセンサスをとってきちんとやはり、

せっかくいろいろなコンサート、催しをやっても雨漏りで場所をあれしなければならない

だとか、やはりこういうものはやはり根本ですから、やはり教育委員会とすれば、早急に

実態を把握する中で対応策を詰めていただきたいということを要請しておきます。 

福嶋委員長 佐藤課長。 

佐藤課長 竹田委員さんのご質問ですけれども、承知していたか、していないいかという

ことですけれども、承知しておりました。年に 1、2 回、「やませ」だとか「ぶっつけ」だ

とか雪の解ける時、あのような状態があったということで、23 年の 5 月に一度、部分的で

すけれども補修をしております。一応改善したと思っていたのですけれども、今回のよう

に、ことしたくさん雪がありまして、雨漏りを現場に行って確認しております。それで、

ことしも雪が解けてからでないと、上がれないものですから。解けてから乾いてから、そ

の部分の補修を考えております。長期的に考えますと、屋根の防水工事、改修工事の予算

要求をしていくつもりでございます。築 17 年くらい経っておりますので、改修が必要でな

いかなと考えております。 

福嶋委員長 新井田委員。 

新井田委員 予算のほうは異論はないのですけれども、ひとつ参考までということで、大

震災からもう 1 年過ぎたわけですけれども、昨年は、小、中あるいは高、その中でいわゆ

る防災意識というか、そういう部分で避難訓練とか、そう言う部分というのは、ことしは

どのような見解かお聞かせ願いたいと思います。 

福嶋委員長 教育長。 

野村教育長 防災訓練避難訓練の関係でございます。例年、小学校、中学校については、

学校安全保険法に基づいて、計画に基づいて年 2 回避難訓練を行っているところでござい

ます。それで 24 年度については、津波、地震を想定した避難訓練を実施するという予定に

なっております。 

福嶋委員長 平野委員。 

平野議員 先ほど竹田委員からも質問が出た体育館の雨漏りの件なのですけれども、建物

も新しいですし、今後のことを考えて雪が解けてからは、大幅な改修になるのか、とにか

く改修していただくということだったのですけれども。先週ですね、教育委員の皆さんも

見てもらってわかるとおり、卒業式の練習をやっている時に、卒業生のところと来賓のと

ころに落ちたと、実際、来週、卒業式 19 日に控えているのですが、雪が解けてからの改修

の前に、その卒業式には不備がないように点検していただくという話も聞いていたのです

が、土、日を挟んでいますけれども、きょう現在で、もし、今後の卒業式までの予定をわ

かっていれば、お聞かせいただきたいと思います。 

福嶋委員長 佐藤課長。 

佐藤課長 いま現在、上に水が溜まっていると思います。そこを、雪をどけて場所を特定

するのはかなり難しいと思います。下手に上がってしまうと、逆に劣化していますので、

返って傷めてしまうという恐れがあります。そこで屋根の雪を下ろしたりとか、そういう

作業はいま現在考えておりません。いま言ったように、そこを傷つける恐れがあると、そ
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れで上がることはいま考えておりません。 

福嶋委員長 平野委員。 

平野委員 上がることを考えていないというのは、いま現在、そのままで卒業式を迎える

ということですか。 

福嶋委員長 佐藤課長。 

佐藤課長 いま、現在大変申し訳ございませんけれども、ご不便ご迷惑をおかけしますけ

れども、いま 1 分間に数えたわけではないのですけれども、そんなに激しくぽたぽた落ち

る訳ではございません。それで何とかそこに席を設けないとか、そういうことで対処した

いなと思っております。 

福嶋委員長 平野委員。 

平野委員 今週も雪の予報が、きょうもこのとおりの雪でして、おそらく快晴で屋根の雪

がなくて、そのまま行くといまよりも落ちないだろうという見解はあるのですけれども。

今週の天気予報を見るとそうでもないという場合に、いま上に上がって、余計もしかした

ら悪くなるかもしれない。あるいは、雪下ろしができないという調査等は教育委員会の判

断なのか、それとも業者に委託してきちんと調べた上で取り止めたという判断なのか、も

う一度お願いします。 

福嶋委員長 佐藤課長。 

佐藤課長 屋根に上がって雪をのけるということは、防水屋さんといいますか、塗装屋さ

んですね。防水工事ができるところに一応相談しました。そしたら、やはり上がらないほ

うがいいとアドバイスを受けました。 

福嶋委員長 又地委員。 

又地委員 問題は、19 日の卒業式の時に、きちんと雨漏りもなくて使えるかということを

聞いているのです。課長のほうから、もしそういう状態であれば、そこに席を作らないと、

そうでないのでないですか。例えば塗装屋は塗装屋です。ですから、屋根の雪を 1 回下ろ

してしまうと、降られる雪は仕方がない。屋根の雪を、1 回下ろしてしまわないと掴めな

いでしょう、状況。屋根の雪をなぜやらないほうがいいというのですか。危険だからでし

ょう。危険だからであれば、跳び工を使って、命綱をはらせて屋根の雪を下ろせばいいで

しょう、そうでないですか。私はそう思います。私も過日、七重浜の 15ｍくらいの倉庫な

のですが、外から上がっていけないというので、高所作業車を使って雪下ろしをしてやり

ました。そのためには命綱を 15ｍの 20 本はって、そして雪下ろしをしたら、やはり雨漏

りはなくなりました。なぜそうなのですか。問題は、例えば卒業生も、そのあと入学式も

あります。そしたら、屋根の雪下ろしをしてしまったら滴りがなくなったと、大したいい

ことでしょう。それすらやらないということはなぜなのですか。 

福嶋委員長 佐藤課長。 

佐藤課長 非常にいまのウレタン防水という防水らしいのですけれども、かなり劣化して

いるということで、前にその塗装屋さんが壁をやった時にやはり現場を見ております。い

まの状況を見たら、上がってその凍っている氷を割ったり、人間が歩いたりだとか、そう

いう防水層を傷つける恐れがある。もっとひどくなると困るので、やらないほうがいいと

いうことで、相談した段階でアドバイスを受けたわけです。一応そういうことで判断をし

ております。 
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福嶋委員長 又地委員。 

又地委員 わかりました。そしたら最終的には卒業式なり、入学式の時に雨漏りがあって

も仕方ないと、ですから我慢してくださいというのですか。 

福嶋委員長 佐藤課長。 

佐藤課長 いま、おっしゃるとおり大変ご迷惑、ご不便をかけますけれども、現在の状況

で雨の漏っている状況を確認しましたら、そんなに激しい漏れかたではなく、時々ポタポ

タと落ちるような状況です。大変申し訳ありませんけれども、我慢していただきたいと思

います。 

福嶋委員長 佐藤委員。 

佐藤委員 直接予算には関係ないかもしれませんけれども、私のほうから 1 点だけ質問さ

せていただきます。鶴岡小学校の跡地の資料館を整備に関してなのですけれども、残念な

がら、ことしの予算の中に何らかの形で出てくるのかなというふうに思っておりましたけ

れども、ことしの予算では全く計上されてきていないし、教育長の考え方とすれば、今年

度も町部局との協議を進めるというような事で終わっているのですが、いったい教育委員

会として、この関係は、何年度を目処に整備をするという考えを持っておられるのか、ち

ょっとお伺いしたいと思います。 

福嶋委員長 教育長。 

野村教育長 資料館の供用開始という時期についてのお尋ねかと思います。資料館の関係

については社会教育の方の予算でございますので、後程また質疑をいただければと思いま

すけれども。いまのところ事務局段階では、平成 26 年にある程度まで整備をして、町民の

かたがたに利用していただきたいな、というふうに考えているところでございます。ただ

いま文化財調査委員のかたがた、あるいは社会教育委員のかたがたといろいろな協議を進

めている関係で、後程の予算にもありますけれども、文化財調査委員の視察研修等につい

ても進めていくというような事で考えているところでありまして、予定としては 26 年供用

開始というような事で考えているところでございます。 

福嶋委員長 他にございませんか。佐藤委員。 

佐藤委員 いま社会教育の関係だと教育長から言われたのですが、話のついででございま

すので、私はいまこの問題、教育長から話されましたが、去年 1 年あのような状況で校舎

全体を締め切っておられる。冬期間も閉めきっておられる。また、ことしもそのような状

況でいると校舎自体が、全く空気の流通がなくて、何らかの形で傷んでくる可能性も出て

くるのではないかというふうな事を考えますと、ボイラーひとつにしても全く動かしてい

ないというと、やはりそれなりに故障が出てくるのではないかというふうに心配されます。

そのような関係で、やはり冬期間でも全然人が出入りしていませんよね。いまの状況では、

夏場もあまり見えないようですし、その辺の普段の管理を今後どのように考えているのか

なと心配で質問しているわけなのですけれども。心配だけではどうにもなりませんけれど

も、26 年度となると、また、ことしもそのような状況で、来年もそうするといまの状態で

行くというようなことになりますね。これに対しては、相当予算にも関わると思うのです。

町の部局もそうですけれども、やはり教育委員会は教育委員会として、やはりこうすると

いうことでなるべく早くやるべきでないかなというふうに思っております。以上です。 

福嶋委員長 要望で終わりたいと思います。他にございませんか。平野委員。 
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平野委員 何点かお聞きしたいと思います。先ほど東出委員からも出ていたのですが、町

内に住まわれていなく、函館から通う先生が 21 名いらっしゃると。その答弁に対して、住

宅を紹介したり等のお話がありましたけれども、そのような住宅の案内だったり、予算措

置として優遇措置として金額の提示だったり、議論も大いにして欲しいのですけれども、

我々子供の頃は、近くに当然学校の先生が住んでいて、学校が終わったあとあるいは土、

日、学校の先生とのつきあいがありました。また、今、僕はＰＴＡをやっているのですけ

れども、ＰＴＡの会議というのは、当然父母が仕事しておりますので、夜の会議になりま

す。その際に函館から通っているので、会議に出られないと、そのような家庭の事情もも

ちろんありますけれどもそのような先生もいらっしゃいます。教育的観点からしましても、

やはり地元に住んでいただいたほうが、より子供たちの教育に大きく携わっていただける

という思いで、やはり学校側はもちろんなのですけれども、木古内町の教育委員会として

も、できるだけ町内に住んで欲しいという要望を強くお話していただけないからと思いま

す。そこの見解をまず 1 点お伺いします。 

 それと、中学校費で通学費助成金 79 万円という事で、年々生徒の数も減少して、元の予

算と比べると去年からも 20 数万円減っているということですけれども、今後、いま小学校

は通学バスが走っておりますけれども、実際小学校の通う子供たちも少なくなって、通学

バスもガラガラの状況だと思うのですけれども、中学生もその通学バスを利用する方向が

できないかなという意見が出ておりますので、いま現在、もしそのようなお考えがあれば

お聞かせいただきたいと思います。 

 それと、この予算の中に載っていないのですけれども、小学校の学校の方針や担任の先

生の方針にもよるのでしょうけれども、月々の教材費というのが各家庭にかかります。先

ほど言ったとおり、その先生によっては全然教材を使わないで、月の支払いが少ない先生

もいるのですけれども、その先生によっては教材費をけっこう係る先生もおります。親か

らの話によりますと、義務教育なのに月々給食費ももちろんですけれども、「こんなに教

材費がかかって大変だ」と言う声も結構を上がっておりますので、いま現在、教育委員会

で、学校とどの程度話をしているかわかりませんけれども、そういう一般家庭のいくらぐ

らい使っているという情報がもし知っていればお聞かせ願いたいのと、今後そのような教

材費の部分も教育委員会として、何らかの措置を取っていただく考えがあるのかどうかを

聞かせください。3 点です。 

福嶋委員長 教育長。 

野村教育長 ただいまの平野委員からのご質問でございます。3 点ありますけれども。1

点目については、私のほうからお話したいと思います。 

 教職員、先生がたには地元に住んで欲しいというような願いが強くございました。私も

同じ意見でございます。したがいまして、これからも先生に対しまして、地元に住んで欲

しいというようなことを要望してまいりたいというふうに思っております。 

福嶋委員長 佐藤課長。 

佐藤課長 いまの通学バスの件なのですけれども、確かに委員がおっしゃるように、座席

の数から言ったら小学生のほかにも一部中学生も乗れないことはないのですけれども。た

だ、いま現在、小学校の便と中学校の便と時間がちょっと違うのです。そういうことで、

部活のものをどうするかとか、そういったことがまず整理されなければなりません。それ
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から、運転手さんの負担がかなり大きくなる。帰りに、特に中学校が全部違いますので、

そこら辺がちょっと面倒なところがあります。それから、いまの小学校のバスは基本的に

統合のためのバスなのです。それで札苅、泉沢、釜谷とここの小学校に通っていた子供た

ちの通学バスだという大前提があります。そこで、途中の、「では大平の人はどうだとか」

そういう話もやはり要望の中にあるのです。そうすると、町内全部、「新道はどうするの

だ」という、そういうことに波及してくるのです。それで、なかなか公平性を期するとい

うことが難しくて、「どなたか途中だから乗せてもいい」ような気もするのですけれども、

そうすると、「では自分のところはどうなのだ」という、段々波及してきて整理がつかな

くなる恐れもあります。そこで、大変おっしゃることは重々わかるのですけれども、まだ、

その辺を、ではどの校区に何人いて、どのようにやれば乗れるのかとか、そういった事を

実は先日も話をしておりまして、事務的に整理をしてみようかというふうに思っておりま

す。ただ、いま現在で何年から乗れるとか、そういうお答えはちょっとできません。それ

から農地のほうもそうなのです。農地のほうも鶴岡小学校の統合に伴っているマイクロバ

スがありますけれども、あれも、「では中学校が乗れるのではないか」と思ったりするの

ですけれども。その時によって人数が違ってバランスが悪いとか、やはり部活の問題があ

るとか、この辺もやはり同じような整理の仕方をしておかなければならないと思っており

ます。そういうことでもう少し時間をいただきたいなと思います。 

 教材費につきましては、いま平野委員がおっしゃることをどのくらいかかっているか、

実は教育委員会では承知しておりません。学校のほうに調査をして見たいと思います。 

福嶋委員長 平野委員。 

平野委員 いまのバスの部分なのですけれども、いろいろな問題が多いということは僕も

わかっております。わかりやすく言うと、ただここに予算が載っているわけです。79 万円

という、逆にこの 79 万円をゼロにすることによって、こちらのバスのほうに使うともっと

もっと少ない予算でやれると、そういう単純計算でも考えつく部分だと思います。そうい

うルール決めについては、当然、町の方針として部活の人は駄目だよとか、いろいろなル

ール決めをした事によって納得はできると思いますので、ぜひ前向きに取り組んで考えて

いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

福嶋委員長 竹田委員。 

竹田委員 直接予算には関係ないのですけれども、教育長でしたらわかると思うのですけ

れども、奉安殿が萩山の頂上に
あずまや

四阿があってトイレあった奥にもう壊れかけてあるのは、

「これは何だと聞いたら奉安殿だ」と、古い木造の木古内小学校の校舎の前にその奉安殿

があったものが、いまの萩山に設置されたと知っているかたから聞きました。ですから、

それを教育委員会が承知しているのかどうなのか、端的に言えばもう壊れているから、あ

そこを撤去してくれという町民の要望なのです。山、例えば散策しても壊れかけて、そこ

から蛇が出たりだとか、そういう環境上も良くないし、ですから、それが奉安殿、教育勅

語 のそういう宝物というか、それを入れて奉ってきた建物だというものですから、教育

委員会の所管かなと思うのですけれども、もう、すでにあの現状見る限りでは教育委員会

という感じはしません。ですから、町のほうでその辺の確認できるかどうかというものを

知っている人もいるのです、現実。ですから、その奉安殿がなぜあそこに持って行ったか
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どうかという議論ではなくて、いま、壊れているあの建物撤去をすべきだという、そうい

う声が出ているものですから。これは教育委員会でなくてもいいですし、行政側でも良い

ですから、あそこはもうその用に供しない建物になっていますから、早急に撤去をお願い

したいということで、奉安殿ということを聞いたものですから、教育委員会に質問したと

いう部分です。その辺、行政内部で検討して撤去について、速やかに進めていただきたい

と要請しておきます。 

福嶋委員長 いまの質問に対して、回答を佐藤課長。 

佐藤課長 私も全然承知していなかったのですが、その財産ですので、どなたの財産に帰

属するかも分らないので勝手に壊すとか、ここでちょっと申し述べられないのですけれど

も、どのようなものか調査だけして見たいと思います。 

福嶋委員長 他にございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長 ないようですので、次に社会教育の説明を求めます。 

  暫時休憩をいたします。 

 

休憩 10：56 

再開 11：06 

 

福嶋委員長 休憩を解き会議を再開いたします。 

佐藤課長。 

佐藤課長 －概要説明－（記載省略）（1：23：24～1：36：18） 

福嶋委員長 社会教育関係の歳入歳出について説明が終わりました。質疑を受けます。 

  又地委員。 

又地委員 ちょっとお尋ねしたいのは、免許更新のために貸していますよね。あれは無料

でやらせているのですか。 

福嶋委員長 佐藤課長。 

佐藤課長 それは、公民館使用料の中に入っております。有料です。 

福嶋委員長 又地委員。 

又地委員 いくらで貸しているのですか、結構回数はありますよね。 

福嶋委員長 佐藤課長。 

佐藤課長 正確な数字はちょっと申し訳ございませんけれども 1 回 2，000 円代です。 

福嶋委員長 他にございませんか。又地委員。 

又地委員 社会教育なので、プールの件に関して事情は委員の皆さんも全部知っているの

で、そしたら町民プールに関する今後のローテーションを立てたのかどうかということは、

例えば社会教育委員なり教育委員会の委員、今回のプールの件で会議を持っているのです

か。ただ報告でないのですか。ですから、私は大事なのはこの辺だと思うのです、社会教

育施設ですから。例えば、社会教育委員にしても、教育委員会の委員の人がたにおいても

みんなで集まってもらって、そして検討も何もやっていないでしょう。やったのですか。 

福嶋委員長 佐藤課長。 

佐藤課長 又地委員さんのご質問ですけれども、社会教育委員だとかの会合はまだしてお
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りません。それで、今後当然報告していかなければならないのですけれども、まず、作業

部会で今後の見通しだとかそういったものを作りまして、スケジュールを立てたいと思っ

ております。それをもとに、委員さんにご説明、または、ご相談したいと思っております。 

福嶋委員長 又地委員。 

又地委員 何かやっていることが後手後手で、私は教育委員会の委員の人を何人かに当た

った。そしたら、雪でつぶれた、プールが。なんですかこれは、教育長。おかしくないで

すか。まして、例えば教育現場、小学校あるいは永盛保育園あるいは学童保育の関係で、

全部これ例えば早めに教育委員との話の中で、早くそういう方向性を出すために心がける。

そして教育現場とも、早く話をしないと駄目でないですか、この部分に関しては。例えば

作業部会、作業部会はどこが主体となるのですか。役場の職員ですか、おかしくないです

か。なぜ、教育委員会の委員もいるし、教育委員もいるし、社会教育委員もいるのですか。

私は、こういうことのために、こういう委員の人がたを委員になってもらっているのでは

ないのですか。まして、作業部会役場の職員だけでやるとなれば、これは大間違いです。

教育委員なり社会教育委員の人がたの知恵を借りてという事は、この人がたに集まっても

らうという事は、教育現場に対しても、いろいろ説明をしていく中で理解を得やすいので

すよ、そう思いませんか。私は保育園にも行って来ました。小学校の教頭にも聞きました。

町長の執行方針で、あるいは教育長の執行方針でいろいろ聞きましたけれども、もうすで

に教育現場ではちゃんとあれを作っているわけです。あるいは永盛保育園にしても、この

間も言いましたけれども、年長さんは来年から小学校 1 年生になる。すると、小学校に行

くと 1 年生から 6 年生まで、年間 8 時間プールに行ってプール学習をさせている。あるい

は、学童保育では先生がたが、学童保育をしている人がたが大変苦労して、そしてプール

に連れて行ってくれている。この教育現場をいろいろ説明するときに、やはり私は教育委

員なり社会教育委員の人がたに、このたびのことはある意味では怠慢もあります。そうい

うことをきちんと報告する中で、早く教育現場に、ことしは云々という事の理解を得るた

めに、やはりこの人がたに早く集まってもらって報告だけでも、ただ、単にプールが雪の

重みで潰れたと。何かお粗末でないのですか。私はそう思っているのですが、教育長はど

う思いますか。 

福嶋委員長 教育長。 

野村教育長 まず、関係委員への報告説明という部分でございます。まず、崩落した 27

日に各委員に私のほうから電話をいたしました。そのあと、議会に行政報告をしなければ

いけないということで、議員さんに配布した同じものを親展文書で送っております。それ

と学校、特に小学校についてはプール学習がありますので、早速、校長に連絡をして、今

後の対応というようなことを相談をしているところでございます。又地委員ご指摘のとお

り、学校の教育課程というものは、いま 2 月、3 月の中で 1 年間のスケジュールを決定す

るというような大事な時でございます。そういう中で、来年は町内の町民プールが使えな

い場合にどうしようかという相談をしておりまして、近いところの例えば知内町、北斗市

のプールを利用した形になるかもしれないというようなことをお話してございます。 

 それから、このプールの作業部会ということですけれども、作業部会については一応、

一つの土台作りというか、ベース作りというような事でございますので、事務方のほうで

ある程度進めていかなければ行けないと思います。しかしながら、社会教育委員、そして
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スポーツ推進委員等々の委員のご意見も十分に寄せていただく、そして学校の関係者のか

たがたのご意見をいただくというような形の中で進めて行きたいと思っております。 

 いずれにしましても、今後プールを使えなくなった場合ということを想定しながら、保

育園そして学童保育等のほうにはまだ連絡をしておりませんので、そのあたりを連絡しな

がら協力を求めて行きたいというふうに考えております。 

福嶋委員長 又地委員。 

又地委員 作業部会は、事務方でとりあえずの土台作りということなのですが、そしたら、

議会にもそのローテーションが示される時期というのは、私は雪解けと同時に出てくるだ

ろうとそう思うのですけれども。その辺は、いつ頃になりますか。これは、とても大事な

事です。例えば、教育長が執行方針で言ったように、近隣町村のプールを借りるというこ

とも考えられると言っていましたけれども、そうなると学童保育、教育現場全体を考えた

時に、近隣町村といえば知内町だと思います。そうすると、その知内町をお借りできるよ

うによしんばなったとしても、そうすれば送り迎えのバスだとかいろいろなものを考えな

いと駄目ですよね。あるいは、学童保育でも今後のことを考えると、例えば小学校の前に

先生がたがいて「きょうは何人でしょう」とその学童保育に参加する子供たちの人数は、

その日によっていろいろ様々です。そうすると大変な作業になります。その大変な作業に

なるのだけれども、教育現場に支障をきたすことはできない。ということを考えれば、こ

れは早くやって、例えば事務かたのほうで土台作りをするというのであればいろいろなＡ

・Ｂ・Ｃくらいの、例えば使える使えない。例えば使えるとしても、とりあえず、ことし

はこのようにして使えるのではないかという、いろいろな作業があると思います。この辺

は、すごくスピーディーにやってもらわないと困ります。そしてスピーディーにあったも

のを早く議会に示して欲しいと。その辺はどのような形になりますか。 

福嶋委員長 佐藤課長。 

佐藤課長 いまの又地委員からのご指摘のとおりでございます。やはり、プールを隣町か

ら借りるにしましても、いままでの実態、学校だとか保育所、それから学童保育、それら

の利用実績を含めまして、あとはバスのどのように回すかという。これは事務かたで調査

を始めております。それらの件も、いつもは学校のバスばかりということもできませんか

ら、いずれにしましても町の車両で運ぶ方法をいま検討中でございます。それから、全体

的な流れにつきましてはこの 3 月中に協議を進めてきたと、ほぼ、かなり詳しいところま

でスケジュールを立てたいと思っております。ですから、いつ着工するかということにつ

きましては予算の関係もありますので、まだここの段階では申し訳ございませんけれども、

検討中ということでご了解願います。 

福嶋委員長 又地委員。 

又地委員 課長は検討する。きちんと町長の執行方針に対する返事をあなたがたもわかっ

ておいて、教育委員会も。最優先課題ですよ、町長が答弁してくれたのですから、私は期

待しています。ですから、教育委員会もやはり教育現場を掌握して、子供たちの例えば使

用頻度ですとかそのような事を考えて、教育長いつも言っているのは健康な子供たちです。

「私たちも町長も子供は宝です。」と言っております。そのような中で町長は、そのよう

な事を考えた中で、私は最重要課題だということを町長も認識してくれたということなの

で、その辺は教育委員会サイドもしっかりと頭の中に入れておいて、そして町長の政策の
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中でも最重要課題なのですから、もし使えないとすれば早くどのような形に改修できるか

ということをとにかくやってください。教育長お願いします。要望をだけにします。 

福嶋委員長 要望で終わりたいと思います。他にございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長 ないようですので、次に保健体育に進みます。佐藤課長。 

佐藤課長 －概要説明－（記載省略）（1：49：32～1：54：42） 

福嶋委員長 保健体育の歳入歳出の説明が終わりました。質疑を受けます。 

 又地委員。 

又地委員 スポーツ推進委員について、ちょっとお伺いしたいと思います。現在、報酬で

3 万円より見ていないのですが、スポーツ推進委員というのは何人いて、どのような仕事

をしているのか。これは、どういうことかというと学校現場、小学校の関係でいうと、い

ろいろな大会に出ているわけです。例えば、きょうも新聞に出ていましたけれども、100

ｍあるいはリレー、あるいは障害、こう見ていると先生がたでは人数的に足りないのでは

ないかと、そのような気がして見ております。例えば、教育長にしても課長にしても、あ

るいは職員にしても、年に何回かある大会で行ってみればすぐわかります。そんな中で、

スポーツ推進委員のかたがたは何人いて、どのような仕事させているのかなと。教育現場

を見た時に、その指導員がすごく足りないように感じております。ですから、その辺と合

わせた中で見解をちょっと伺っておきたいと思います。 

福嶋委員長 佐藤課長。 

佐藤課長 スポーツ推進員の数ですけれども現在 10 人でございます。それで、会議を年 3

回開催しております。どのような活動かということですけど、体育の授業に関する年間の

事業計画の立案に関しての協議ですとか、あと町内の体育関係の事業がございます。それ

にご協力を願っております。以上です。 

福嶋委員長 又地委員。 

又地委員 それはそれとしても、こういうスポーツ推進委員というのは、そうするといろ

いろな行事の立案とかですか、そういう事ですか。例えば、実際に教育現場を見た時に云

々だとか、そういうたぐいのものではないのですか。 

福嶋委員長 佐藤課長。 

佐藤課長 立案も一つの中に入っておりますけれども、あと事業のお手伝いだとか、そう

いうものももちろん現場でしていただいております。 

福嶋委員長 他にございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長 ないようですので、次に給食関係に進みます。佐藤課長。 

佐藤課長 －概要説明－（記載省略）（1：58：14～2：02：48） 

福嶋委員長 学校給食費関係の歳入歳出について説明が終わりました。質疑を受けます。 

   （「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長 ないようですので、これで全部終わります。教育委員会の皆さんご苦労様で

す。 

 

（3）総括質疑事項のまとめ 



- 15 - 

総括質疑事項  

福嶋委員長 お昼までちょっとありますので皆さんに図りたいと思います。総括質疑につ

いて集約をしたいと思います。集約は竹田委員からの 1 点ありますけれども、その他に、

ありませんか。ないようですから竹田委員の 1 点だけ。 

 暫時休憩をいたします。 

 

休憩 11：47 

再開 11：55 

 

福嶋委員長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 確認のために、いま話された 2 点について総括に持って行きたいというふうに思います。

 1 点目は、除雪サービスについての関連でよろしいですね、今後の見通し。 

 2 点目は、いまの新幹線パッケージ等の関係について東出委員から質問をお願いいたし

ます。この 2 点にとどめたいと思いますが、異議ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長 それでは 2 点で締めたいと思います。 

 それでは、きょうは午前中で全部終わりましたけれども、明日の開会は午後からにした

いと思いますが、午後 1 時から総括をやりまして、1 時間以内に終わると思いますので、2

時間見て、総括の予算のまとめを作って 2 時 30 分。それからまとめをしまして 3 時半、だ

いたい 4 時まで終わるというふうに考えますがそれでよろしいですか。一応、私は、きょ

うまでのやつをだいたい作成しまして局長に渡して、そしてもう一つは、全般的に副委員

長とも相談して、きょうまでの流れ、本会議から来た流れを含めてまとめを整理したいと、

ほぼ概略的に出てきておりますので、明日午後 1 時から開会したいと思いますが、異議あ

りませんね。 

   （「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長 これをもって本日の会議は散会いたします。 

 ご苦労様でした。 

 

 

閉 会   11：58  終了 

 

説明員  小林副町長、大野総務課長 

     鈴木介護老人保健施設長、大坂事務長、木元（祐）主任 

野村教育長、佐藤生涯学習課長、西山（隆）主査、平野（智）主査 

西山（敬）主査、山本忠（主査）、畑中主査、木元（豊）主任、石川主事 

傍聴者  なし 

報 道 なし 

                    平成 24 年度予算等審査特別委員会 

                                         委員長  福 嶋 克 彦 

 


