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厚岸町議会 平成２２年度各会計予算審査特別委員会会議録

平成22年３月16日

午前10時00分開会

●委員長（音喜多委員） おはようございます。

ただいまより、平成22年度各会計予算審査特別委員会を開会いたします。

昨日に引き続き、議案第３号 平成22年度厚岸町一般会計予算を議題とし、審査を進

めてまいります。

276ページ、９款教育費から進めてまいります。

９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費。

２目事務局費。

10番。

●谷口委員 教育委員会事務局の負担金なんですが、第13教科用図書採択地区教育委員会

協議会と、これは何なんですか。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） これにつきましては、４年に一度、小学校、中学校、小学校と

中学校はずれているんですけども、教科書を選定することとなっておりまして、来年度

は小学校の採択年になりますので、釧路市、釧路町を除く町村で組織している協議会で

教科書を決定するための負担金です。

（ いいです」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ほか、ございませんか。

３目教育振興費。

15番。

●石澤委員 外国青年招致という項目があるんですけど、その人を採用する場合の基準と

いうのは設けているんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） ＡＬＴにつきましては、厚岸町はジェットという外務省管轄の

団体を使って招致するわけですけれども、あらかじめ希望する出身の地域、例えばアメ

リカ、イギリスですとかという地域と、あと性別については希望を出します。ただ、そ

の中で、それ以上の部分については、できれば日本語がある程度しゃべれる人というふ
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うな希望を出すんですけども 現実に希望される中で そんなに日本語が堪能な人がいっ、 、

ぱいいるわけではありませんので、そういう方がいらっしゃるかどうかというのは、ま

た別問題になりますけれども。

●委員長（音喜多委員） 15番。

●石澤委員 今度は小学校にという希望が出てますけども、さっき言ったように日本語が

堪能でないという場合に、受け入れている学校の中に英語がしゃべれる方がいればいい

んですけども、しゃべれない場合、教師との意思の疎通とか、それから子供たち、学校

でどういうことをやって、どういうものを伝えたいかという意思の疎通なんかで、滞っ

たり問題が起きたりということはないですか。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 小学校に今度入る部分ですけれども、直接、英語の学科ができ

るわけではありません。いわゆる外国語に親しむというふうな部分での導入ということ

になるんですけども、現在１名、もうかなり、３年目になるＡＬＴも１名いますので、

、 、 、細かな打ち合わせ等については 現在いるＡＬＴ含めて対応いたしますし 小学校でも

それぞれ英語をある程度話せる先生方もいらっしゃいますので、今回に限らず、１名体

制のときも、ほとんど１年目は話すことができないで入ってくる先生方はいらっしゃい

ましたので、そういう意味では余り心配はしていないです。

●委員長（音喜多委員） 15番。

●石澤委員 今、それこそ就職難で、大学やなんかでもそういうのを勉強してきた子たち

が、そういう仕事につきたくてもつけないでいる場合もありますよね。それで、特に小

学生なんかだと英語に馴れさせるということですけれども、やっぱり学校の持っている

方針とか、そういうのをきちっと伝えていかないと、やっぱりいろんな問題で不都合が

あったという話を聞いたんですよ。やっぱりこういうことを伝えたいとか、この学年で

はこういう子もいるしという、その辺も伝えたいと思うんだけども、それがうまく伝わ

らないで、受ける現場としてはちょっと大変なんですという話を聞いたものですから、

そういう意味では、できれば中学校の英語の先生が小学校に来てくれればいいのになと

いう話も出てたので、いいと思いますよ、外国の方が来て、文化が違うことを話しても

らうのはいいんですが、それと一緒に、日本の、本当に英語のしゃべれるような方をき

ちっと町で採用して、その方と一緒に教育現場に入ってもらうというようなことも必要

だと思うんですけど、そういう考えはないですか。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 基本的にはＡＬＴ自体がアシスタントなんです。というのは、
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今回の外国語活動自体が小学校の先生の本務としてやらなければならないというふうな

ことですので、そういう意味では、中学校の先生が行くというふうな考えにはなりませ

んし、もう一つは、ある意味、外国語というのは、全部が全部訳して聞くからいいとい

うものではなくて、英語は英語として聞いていくというふうな部分というのも大切なん

だろうというふうに思うんです。そのためにＡＬＴという、いわゆるネイチャーとして

英語をしゃべる人を採用していくわけですから、そういうふうな文化なり何なりに触れ

ていく、言葉に触れていくという活動ですので、もちろん学校の考え方については、準

備段階で、今のＡＬＴあるいは、その場合については、中学校の先生の協力を得て、い

ろいろ細かいところを理解していただくというような準備もいたしております。

（ いいです」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 まず、翔洋高校の環境整備ということで、北海道のほうに若潮寮の整備とか、

あともう１点何だっけ、確か要望を北海道のほうにしていたと思うんですけれども、新

年度に当たって、北海道のほうでも予算確保なりの状況というのがわかりましたら教え

ていただきたいというのがまず１点目です。

あと、教育行政執行方針のとおり、他の模範となる児童生徒の表彰を推進していくん

だということでなっておりますけれども、これは、実際にどのような形の中で、どうい

うふうにするのかというものをもう少し具体的に教えていただきたいと思います。

あと、昨日も、その前もちょっと聞いたんですけれども、パレードの関係で、学校の

生徒、昨日の答弁の中で、厚岸と真龍の小中学校だけ、小学校は５、６年生ということ

で、小学校の一部と中学生ということだったんですけれども、踊る場所が、厚岸の場合

は本町側の部分だけ、真龍のほうは真龍側の部分だけということで、そうすると、開始

時間が１時間ほどずれてしまうんですけれども、先日来の議論の中で、これらは給食が

終わった後、学校が終わった後、参加をするということで、授業としての参加じゃない

というふうに私はとらえたんですけれども、それについてはどうなんでしょうか。

あと、もう１点、昨日の答弁の中で、今回は厚岸と真龍だけですけれども、他の学校

、 、については 他の学校での地域の行事なりに参加しているというように言われてたんで

実際に、例えば他の学校の地域への行事への参加は、どのような行事に何時間ぐらいの

参加があるのかというものを教えていただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） まず、翔洋高校についての道教委に対する要望の問題ですけれ

ども、まず一つは、寮の建てかえについてを要望しております。ただ、現在入られてい

る方が非常に少ない状況の中では、卵と鶏の話ではないんですけれども、もう少し多く

なくてはというあたりが道教委の中にあって、まだ建設についてはっきりゴーサインが

出ている状態ではありません。
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ただ、私どもは、需要はあると。ただ、今の寮ではなかなか、若い子が入ってくれな

いんではないかというあたりを強く言っておりまして、ことしについても、かなり、該

当者というか、外から来ている方もいらっしゃいますので、その方々含めて多く入って

いただく。

もう一つは、できれば今、調理師養成の部分もありますので、女子生徒についても、

希望があれば、これは、明らかに何らかの措置をとらなければならないというふうに学

校側が言ってまして、だからそういう状況が起きてくれば、道教委のほうも早急に建て

かえなければならないというふうなことになるんではないかなというふうに考えており

ます。

もう１点、要望いたしておりましたテニスコートの問題があるんですけども、これに

つきましても、実際に今入っている方からどれだけの要望があるかというあたりも学校

のほうで把握しながら道教委のほうに要望していっているというような状況です。

なお、厚岸町としては、近隣に、いわゆる町有地を確保して、それ用に充てたいとい

うふうに考えておりますけれども、実は市町村から道教委に対しては、無償で土地を譲

渡することができませんので、これについては、例えば潮見高校のどこかの一部分との

交換というふうな形をとって、提供していくような形になるのかなというふうに考えて

おります。

●委員長（音喜多委員） 管理課長。

●教委管理課長（須佐課長） 教育長の行政執行方針の中に触れられておりました他の模

範となる児童生徒の表彰の関係でご質問がありましたが、これにつきましては、厚岸町

教育委員会の表彰規則という規則が定められておりまして、この中に児童生徒の表彰と

いう規定が明記されております。生徒・児童の名誉を高め、もしくは他の模範とするに

足りる行為のあった者という規定があります。これまでそういった形での表彰というの

はとり行っておりませんが、今回、こういった形で、児童生徒が、なかなか目に触れる

ことはないんでありましょうが、学校でこういった行為、あるいは模範となっているこ

とがあれば、表彰していきたいという考えであります。

これまでもスポーツやそういった形の中での活動のすぐれた子供たちの表彰は行って

きておりますが、そういったスポーツや学業だけではなくて、日常生活の中での他の模

範となる行為、あるいは行いをしている子供たち、これは注意深く学校の中でも見守ら

なきゃできない話でありますから、学校の協力を得ながら、何とか今年度の表彰に結び

つけていきたいということで、具体的には各学校の協力を得ながら取り組んでいくとい

うことを考えておりますので、ご理解をいただきたいと思っております。

●委員長（音喜多委員） 指導室長。

●指導室長（辻川室長） 私のほうからは、学校の参加体制ということでお答えしたいと

思います。

まず、地域の行事に参加しているかということでございますけれども、こちらのほう
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でつかんでいる部分としましては、床潭小学校が床潭神社のお祭りに、学校行事として

全員が参加しているということで、日曜日の参加ということですので、月曜日に振りか

え休業日として参加しているということについてはこちらのほうでつかんでおります。

その他の学校につきましては、神社のお祭り等に参加すると言っておりますけれども、

学校行事としての参加ではないということでございます。

それから、パレードの参加の際の時数の扱いになるんですけれども、これにつきまし

ては、小学校５、６年生、また中学校１年生から３年生まで全員ということで、全員が

参加することになりますので、どの時間に何時間ということの詳細につきましては、こ

れから学校のほうとも詰めていきたいと思いますけれども、例えば、先日もお伝えした

んですが、練習時間を体育の時間に位置づけたりだとか、そういう振り分けをしていく

作業がありますけれども、パレードの参加についても、地域の行事に参加するというこ

との位置づけの中で、時数にカウントして参加するような形でできるんじゃないかなと

いうことで、これは新年度、各学校との協議にもなりますけれども、そういう方向で考

えているところでございます。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 まず、テニスコートについては、そうすると、今年度しかないと。でも、それ

については、今後も厚岸町としては道教委のほうに要望していくというふうに理解して

よろしいのかということで、もう一度答弁をお願いします。

表彰なんですけれども、では、表彰を受けた子供たちというのも、例えば、偏差値へ

の加点というのはなかなかないんでしょうけれども、例えば推薦入学のための判断基準

というか、そのようなものに利用されるとかという、そのようなものになるということ

はないのかということを教えてもらいたいと思います。

パレードについては、私は、学校行事としてでなくて、出たい方が、任意というか、

希望で参加したほうがよろしいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、やは

り、どうしても体力的にもちょっと厳しいとか、なかなか私方、大人が踊っていても結

構、大人の場合は本町側から真龍側まで全部ですから、それとは違うんでしょうけれど

も、なかなか体力的にも結構、ただ踊りながら歩くというのも結構体力的にも厳しいと

いった中では、希望により参加というものにしてもらったほうが私はいいんじゃないの

かなと思います。

床潭の学校についてはわかったんですけれども、ほかの学校はわからないけれども、

それじゃあ今回、例えば太田とかの学校、高知とかの学校は抜いたという、調べていな

い、わからないんであれば、当然それは、地域の行事に参加しているかどうかわからな

ければ、この機会にこういう行事のほうに参加してもらうというふうにはならなかった

のかなというふうに思うんですけれども、どうなんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） まず、寮の問題ですけれども、私ども、ことしの入学状況を見
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まして、寮についてはできるだけ早急に建設してもらうように、今後とも要望してまい

りたいというふうに考えております。

あと、パレードの部分ですけれども、やはり、例えば運動会、体育祭等に向けても教

えるというふうな部分を考えていくと、希望者ということには僕らとしてはならないん

ではないのかなというふうに思います。

また、体力的に大丈夫かという問題につきましては当然、この間の答弁でもお話しし

ましたとおり、教職員も引率としてつきますので、体力的に自信のない部分については

注意を払って引率してもらいたいというふうに考えております。

それと、先ほど申し上げましたのは、授業内で参加しているのは床潭だけですけれど

も、それぞれの地域には地域の神社なりお祭りなりがあるという中では、こういうお祭

り関係というのは、今まで参加していなかった部分までを取り入れるというよりは、や

はり地域に密着したお祭りにできるだけ参加していただくというほうが、その地域に対

する愛着心とかというものを育てていく上では必要なんではないかなというふうに考え

ているもんですから、それぞれには授業で参加しなくても、それぞれの、土曜、日曜、

親御さんと一緒に参加しているというふうに受け取っておりまして、今回の対応につい

ては４校だけという対応をとらせていただきました。

あと、偏差値の問題については、室長のほうからお答えいたします。

●委員長（音喜多委員） 指導室長。

●指導室長（辻川室長） 今現在、その部分については反映されるというようなことは考

えていないというところでございます。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 表彰については、教員や学校側が、逆に言ったら、学校にとって、また教員に

とって都合のいい生徒をつくっていくといった意味で、そこに表彰されれば、どんどん

枠にはめられた子供たちを育てていくような形にもなりかねないとも思いますんで、や

はり表彰するに当たっては、学校や先生方が呼びかけてやるものじゃなくて、子供方が

自主自発的にやったものに対して表彰すると、そのような取り扱いにしていただきたい

なと。そうしなければ、やはり、教員や学校側にとって都合のいいものに対して子供方

に呼びかけてやるというような形の中で、そのための理由として表彰をされるというよ

、 、うな形になると やはり型にはめられるというふうにどうしても感じてしまいますので

そのようにしていただきたいなというふうに思います。

パレードのほう、ですから、厚岸、真龍の子供たちも夏祭りや何かでは地域の祭りに

参加はしておりますよね。そうじゃなくて、今回このように、１１０周年という記念事

、 、 、業を契機に 地域の文化の継承というものも含めた中でやるというんであれば やはり

どうせやるんであれば全町的にやるのが当然筋だと思うんですよね。

何が一番心配するかというとやはり、学習時間が差が出てきてしまいますよね。体育

の時間を使って踊りの勉強をする、また、総合とかの時間になるのかもしれないんです
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けれども、それで行事のほうに参加するとかというような形の中では、じゃあ、出た学

校と出ない学校では当然、授業に差が出るわけですから、そこら辺が、学校においては

特色的な学習というのは確かに必要だとは思うんですけれども、一方では平準化という

か、ある程度のラインというものをやはりそろえるということも大事じゃないのかなと

いうふうに思うんですよね。ですから、私は、そこら辺ではちょっと異論があるところ

なんですけれども、学校行事として出すということで、本当に、正直言って、厚岸、真

龍の小中学校の子供方は、逆に言ってしまうとかわいそうな面もあるのかなと、ほかの

学校に比べて。

文化の継承が必要だというのは確かに私も理解して、先ほども言ってたんですけれど

も、それは当然、体育の時間なりで、２時間ぐらいで大体、踊りというのは覚えること

はできるんですよね。私も子供のころ授業で習ったほうなんですけれども、大体、あの

、 、 、 、ときは２時間ぐらいをやって その後 １０年以上たってからでも 大体は忘れないで

踊れるというのはあれなものですから、授業でやって、踊りを子供方に覚えてもらうと

いうのはいいと思うんです。ただ、パレードというのはまた別なもんだと思うんですよ

ね。覚えたから出ないばならないというもんでない。それは文化の継承でなくて、そう

いう学校の授業の中で教えることだけでも それで充分 文化の継承ということではなっ、 、

ていくと思いますので、その辺についてはどうなのかなと。

あと、昨日の話ではよかったんですけれども、仮に参加される子供たち、大人の人方

というのは菅笠というんですか、そういうのをつけるんですけれども、じゃあ、子供方

は半纏だけ着て、頭は何もかぶらないでといえば、例えば心配になるのは天気のいい、

暑いときなどが本当に心配になるんですけれども、かぶり物とかというのはやはり、結

構、直射日光を遮るとかといったものでも大事になると思うんですけれども、そういう

ような対策というものも、今回の半纏がつくられるといった中では、やられるようにな

るんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） まず、表彰の問題ですけれども、もちろん僕たちは、例えば先

生に都合のいいだとか学校に都合のいい子供を育てようなんていう気持ちは毛頭ありま

せんし、逆に言うと、今まで表彰等がスポーツ関係に偏っているんではないかなという

ふうな気持ちがあったもんですから、学校生活の中で、ああ、いい活動をしているなと

いうあたりに日を当てて、表彰してやりたいという気持ちの中で考えておりますので、

その選考に当たりましては、学校側とも協議して、言ってみれば押しつけにならないよ

うな形で持っていくように努力したいというふうに思います。

また、パレードに関する授業時数の問題ですけども、これについては、このパレード

に限らず、学校内部ではそれぞれいろいろな、独特の授業を組んでおります。というの

は、例えばスキー学習で阿寒のほうに行って授業をする学校もありますし、それはすべ

ての学校が行っていることではなくて、それぞれ独自にカリキュラムを組んで行ってい

る部分ですので、これについてはその範囲内で不公平が出るというふうには、私どもは

考えておりません。
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そして、文化の継承に当たっては、体育の授業で覚えるだけでいいんではないのかと

いうふうな話でございましたけども やはり 一つには思い出づくりとして そのパレー、 、 、

ドに参加するという行為が、一つの子供たちにとってふるさとにいたときの大きな思い

出、あるいは、そういう子供のころの、友達とのお話をするような中でも、そういうふ

うな印象に残る部分が１時間というようなものでもしっかりとできるんであれば、いい

ことではないかなというふうに私は考えております。

また、笠の問題ですが、実はそこまで考えていなかったんですけれども、確かに、そ

のときの天候によってはかなり、好天に恵まれた場合には暑さ等々もあることも考えら

れます。この点につきましては、今回の港まつりの関係者のほうと協議してまいりたい

というふうに思います。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 大体わかるんですけれども、何でこんなに言うかといったら、私が一般質問で

もさせてもらったんですけれども、子供の学力といったものの中で、学習時間数が少な

いとかって言っている矢先に、このような形の中で、ある種、町の都合的なもので子供

方に参加させて、授業時間を減らしてまでもやらせる必要があるのかと。例えば放課後

なりにでも、もっともっと、私が、あのときにも言いましたけれども、教員補助員とか

臨時教員とかを雇った中での放課後学習とか土曜日学校の開放とかというようなものの

中で、そういうものを積極的に取り組んであるんであれば何も余り、文句も言うつもり

もないんですけれども、そのようなものもない中で、ただ時数だけを、このように削ら

れる行事をぼんぼん学校のほうで入れられたら、子供方の将来をやはり考える親として

は、やはり、憤懣やる方ないところというのが当然あると思うんですよね。その学習時

間が減ったために、子供方の将来が大きな影響を受けてしまったときにはどうしてくれ

るんだというような話にもなるわけですから、そこら辺ももう少し考えていただきたい

と思うんですよね。やはり、学習時間が少ない、学力が低いといったものの中では、や

はり、そこら辺はやはりもっと教育委員会なりも考えた中で、今後の学習指導といった

中でも、授業数の確保というものを極力配慮していただきたいと思うんですけれども、

どうでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 指導室長。

●指導室長（辻川室長） ただいまの質問でございますけれども、当然、議員おっしゃる

ように、学力向上の部分もこれからますます力を入れていかなければならない部分であ

るということは重々承知しております。ただ、だからといって、学習だけすれば学力が

上がるかという部分もあるというふうに考えております。

ここのパレードの参加の部分につきましても、例えば体育の時間を使ったりだとか、

そういう若干の、そういう部分で削る部分があるんですが、それと関連しながら、地域

の学習ということで、例えば道徳でパレードに参加するための意義だとかという部分に

ついての子供たち同士の話し合いだとか、それから、参加態度に向けての指導だとかと
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いうことも関連しながら、ほかの領域とも関連しながら、ただ単に踊るというだけでは

なくて、それに関連したいろんな、心の部分ですとか、参加するための気持ちのつくり

方だとか、そういう部分も含めて、トータル的に教育の中に生かせればなというふうに

考えているところでございます。

、 、 、それから 時数の関係なんですけれども 先ほど全員参加対象というふうにしたのは

例えば、これが希望参加ということでばらばらになりますと、どうしても参加する時間

を確保するために、例えば４時間で授業をカットしてしまわなければならない場合。そ

のカットした分については、後でどこかで復活というふうにはならないわけでして、例

えば全員参加で、学校行事として２時間位置づけるということになりますと、学校の中

では学校行事の時数を調整しなければならないんですが、主要教科、学習に係る部分の

時数はカットされないということで、トータル的には子供たちの学習の部分には大きな

影響は出ないというふうに考えているところでございます。

年間の時数、限られておりますので、大変きつい部分もあるんですけれども、子供た

ちの学習時間を極力減らさないようにというような工夫で時数の確保をしていきたいと

いうふうに考えておりますので、ご理解いただければと思います。

●委員長（音喜多委員） ほか、ございませんか。

11番。

●大野委員 通学バス定期券購入助成のことでお聞きをしたいと思いますけど、昨年と比

べて80万円減額っていうんですよね。それで、教育行政執行方針の中では、範囲を釧路

市及び浜中町まで拡大するとしておるんですけれども、これは単純に生徒数の減少で減

額になるということでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 管理課長。

●教委管理課長（須佐課長） 前年度と比較しまして予算が減額になっているということ

なんですが、前年度計上したときには、町内のバス停駅だったんですが、見込んだ人数

よりも少なかったと。実際には、今、町内のバス路線の定期券、月1,000円で利用してい

ただいていますが、利用は120人ぐらいなんです。当該年度180万円くらいで何か決算が

終わりそうな状況です。まだ３月、一月ありますので、そういう中で、21年度で計上し

た予算は減額になるということと、今回、22年度に向けて言ったのは、生徒が減少して

いるんではなくて、翔洋高校に通学する子供たちが、釧路から来ている子供もおります

し、浜中から来ている子供もおります。最後の１年になりますけれども、潮見高校にも

そういった形で通学している方がおられるんです。ＪＲの定期券については、ちょっと

対象にはしませんが、そういった中で、釧路バスのほうも、朝の通学にできるような時

間帯のバスを用意してくれておりますので、それを利用すれば、往復バス通学ができる

という実態になっております。そこで、４月から、釧路、浜中からの通学、この子供た

ちに対する助成をしていきたいという形で予算を計上させていただきました。ご理解い

ただきたいと思います。
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●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 外国青年なんですが、去年は中学校のほうで見ていたんですけど、今年度の

予算は829万円ということで、前年度と比較するとちょっとふえるんですが、この増えた

理由は何なのかということと、それと、先ほど通学バスなんですが、今、同じようなこ

とを聞こうとしたんですけど、今度は潮見高校のほうも、その助成の対象にするという

ふうに理解していいんでしょうか。

それから、私も厚岸音頭のことで聞こうと思ってたんですけど、自治体だとか、ある

いは地域の団体等が主催する政ですよね。今回は特に役場の公式行事ではありませんよ

ね、港まつりというのは。そういうことに対して、学校を挙げて参加をするということ

が、例年、毎年のように必ず参加するということを義務づけている市町村というのはあ

るんですか。もしあったら教えてください。

●委員長（音喜多委員） 管理課長。

●教委管理課長（須佐課長） まず、通学バス定期券の購入助成で潮見高校の関係もあり

ましたが、現在、21年度から取り組んでいるバス定期も、潮見高校の生徒も利用してお

ります。ですから、これからも同じ扱いで使えるように、潮見高校だけではなくて、翔

洋高校も含めて、高校通学定期ということで利用していただいておりますので、ご理解

をいただきたいと思います。

それと、外国青年招致の予算の関係なんですが、言われましたとおり、21年度の予算

は中学校費で計上しておりました。これは、中学校でＡＬＴを抱えておりましたので、

中学校予算で中学校費に計上しておりました。今回、前の質問にもありましたとおり、

小学校のＡＬＴも入ってくるということで、教育振興費のほうに２人分を移しまして、

新たに計上させていただきました。また、中学校のほうには計上していないということ

であります。

小学校の今、ＡＬＴの派遣が８月着任予定なもんですから、一年間丸々の人件費では

なくて、そういった月割りでの計上になっておりますので、２名分で割るんですが、予

算としては一点何人分かの予算になると思います。そういった計上の仕方をさせていた

だいておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

港まつりの今回パレードに、学校の参加の関係で、道内でどのぐらいあるかというご

質問をいただきましたが、それについてはちょっと今、資料を持ち合わせておりません

ので、時間をいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 外国青年は、前年度360万円で計算していますよね。そうすると、特別職給与

、 。 、だけで見ると 全部の引き継ぎを終えて８月からということであります 632万円だから

。 、 、そういうことでいいのかな だから １人分は300万円ぐらいって見ていいんでしょうか
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もう１人分は。それとも、引き続いて働く人は、ことし少し上がるんですか。それをお

願いいたします。

それから、港まつりの、こういう行事に参加することについてのきちんとした調査だ

とか、それから、そういうことに参加することに対する問題点だとか、そういうものは

充分洗い出した上で今回考えられているんですか。その辺はどうなんですか。他の自治

体、あるいは他の町のそういう行事に対する、こういうことをやることに対して、他の

町ではどういうことをやっているから厚岸町はこういうことをやっても大丈夫なんだと

いうことに対するものは、充分調べられた上で今回やられているんですか。他の町もこ

、 、れから調べないとわからないというようなお答えなんですけれども それではちょっと

今回のこの問題は無理さがあり過ぎるんではないのかなというふうに、まず思うんです

よ。それでないと、調べてから報告してほしい。口先だけでなくて。

●委員長（音喜多委員） 管理課長。

（ ） 、 、●教委管理課長 須佐課長 外国青年招致の関係での まず給与の関係がありましたが

現在いる分については、一年間分の12カ月分の給料を計上しておりますし、新たに来る

分については新規で、先ほど言いましたとおり８月着任ですから、８カ月のみの賃金を

計上させていただきました。２人で632万7,000円の給料になります。

そのほかに、今回、新たに来る分の、住宅に入居するに当たっての電化製品とか、そ

れから家財道具、若干なんですが、これは合わせて23万6,000円の予算を計上いたしまし

て、住宅の整備をさせていただくということも今回の予算に含まれておりますので、ご

理解をいただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 祭り等への参加についての問題ですけども、これについては、

例えば、私自身も釧路市内の中学校にいたときに、その地域のお祭りに、その当時は全

員参加で、人によっては相撲に出ろとかというふうなこともありました。

まず、地域の行事の中で問題なのは、宗教的な問題を強く含んでいる行事に対してど

うかというのが一番懸念されることだというふうに考えます。ただ、今回の場合につい

て申せば、宗教色が全くあるわけではありませんので、この点については懸念されない

というふうに思いますし、それぞれの地域でいろいろなお祭りに参加しているという事

例につきましては、あるというふうに考えておりますけれども、調査が必要であれば急

、 、ぎ調査させていただきますけれども ちょっと時間内に間に合うかどうかという問題は

調べてみないと難しいかなというふうに考えております。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 この間から議論してきているんですけど、例えば練習時間はこれだけででき

ますよと。堀議員も同じようなことをおっしゃっていました。ただ、参加するに当たっ
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て、当日の問題を考えますと、たとえ湖南、湖北と分けて、その近くの学校の生徒が、

踊る時間が何分になるのかわかりませんけど、三、四十分になるのか、もっとなるのか

ちょっとわかりませんけど、かえって踊る時間より準備する時間、移動する時間のほう

がはるかに、これをやることによって時間はとられると思うんですよね。そうすると、

、 、たとえ午後からであっても 午前中の一定時間から準備を始めなければならないだとか

給食を食べさせなければならないだとか、いろいろやっていかなければならないと思う

んですよね。そうすると、そういうことを充分確保するということでいえば、今、議論

の中でも大変厳しい時数をどう消化して、子供たちに授業を受けさせていくのかという

ことが大変な状況にあるわけでしょう。そして、例えば今年の冬のように新型のインフ

ルエンザ、季節性もいろいろありますけれど、突発的な事故も、そこには入ってくるわ

けですよね。そういう中で、そういうことをやることによってさらに、大変窮屈な時間

。 、編成を組んでいかなければならないと それが子供たちにも一定の重圧になってきたり

あるいはとんでもないときに勉強しなければならないということになることは、正しい

のかなというふうに思うんですよ。

そういうことから考えると、やはり、厚岸町が、私自身は、地域の祭りをみんなで盛

り上げ、活性化の一助にしようと。そして、子供たちにも郷土愛を植えつけようという

ことは、ある意味、理解はできるんですけれど、これだけ、何年間の大記念事業でもや

るっていうんであれば それはそれで また考えなければならないけれど 今回は やっ、 、 、 、

ぱり、ちょっと無理があるんではないのかな。だから、これを進めようとする人は、何

とか子供たちに参加していただきたいという気持ちはわかるけれども、子供たちの進学

だとかそういうことを考えている親御さんたち、ＰＴＡの方々が、本当にこの行事、積

極的に参加しようという機運をつくり出せるのかどうなのかということなんですよ。こ

れではかなり、私は、全員に参加してもらうということは、強制的なことになっていく

のでないのかなというふうに思うんですよね。それでは、私は、地域の行事としては本

当に定着することにはならないのではないのかなというふうに思うんです。もしこれ、

父兄の方々から異論が出たりした場合は、どういうふうに対応するんですか。お父さん

やお母さんたちから、何時間も炎天下に、何かもう、考えたら、帽子も考えていません

でしたと。半纏だけは買いますけれどもというような話になってますけど。若いから元

気だというわけではないんですよ、子供は。そういうことをやっぱり真剣に考えた上で

結論を出してもらわないと困ると思うんですよ。やっぱり調査するものは調査してほし

いんですよ。

それから、例えば指導機関の道教委だとかそういうところの見解はどうなのかという

ことも含めて、きちんと私たちに示していただきたいというふうに思うんですが、いか

がでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） ただいまのお話ですけども、授業時数、先ほど室長申しました

けれども、逆に言うと、授業時数に入れることによって、いろいろな活動の中で見れる

と。いわゆる、心配されている一般科目への影響は少ないんではないかというのが今、



- 287 -

私どもの考え方です。

それと、もう一つは、やはり、僕たちは、いわゆる学習の部分等、体育の部分、道徳

の部分、いろいろな部分、学校の中にはあります。例えば小学校の陸上競技大会、これ

は、今年度から３年生以上ということで校内集めておりますけれども、参加する科目は

少なくても、一堂に会して同じ競技を行う。その中で、違う学校の生徒との交流もある

というふうな部分で、必要な部分だというふうに認識しております。

やはり、何でもそうなんですけども、一つには、いろんな部分というのは僕、めり張

りだと思うんですよね。やっぱり、学習の部分が必要だからといって体育の授業を減ら

せば効率がよくなるかということではなくて、やはり体を動かす部分はしっかり体を動

かすことによって、逆に勉強の能率も上がるということもあります。もちろん、学習の

部分というのは、このこととはまた別の問題として、先ほど室長も申したとおり、力を

入れていかなければならない問題だというふうに認識しておりますし、そのことについ

ては、校長会、あるいは町立の教育研究所等でも、何年間かの、この学力テストではな

くて、町独自で行っている学力テストに対する分析等も行って、どういう対策が必要か

というのは別の次元でもちろん対策を行っておりますし、これから授業時数がふえてい

く中でも、こういうふうな活動というのは、やはり、もちろん残っていますし、それを

全部削って勉強しろということでは、僕はないというふうに考えます。その点について

はご理解をいただきたいと思います。

また、ほかの町村でのこういう参加があるのか、あるいは道教委の見解はどうだとい

う部分については、早急に調査して、教育費の中でご返事できればというふうに思いま

す。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 それでは、その部分、保留しておきます。済みません。

それから、先ほども出ていましたけど、表彰規定なんですけど、先ほど推薦入学につ

、 、いての話が若干ありましたけれども 今も高校入試には内申書というのはつくんですか

つかないんですか。

●委員長（音喜多委員） 管理課長。

●教委管理課長（須佐課長） 高校入試に際する内申書は、今でもあります。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 他の模範となる児童生徒の表彰に取り組みますというふうになっていますよ

ね。それで、取り組んで、日常の学校生活における児童生徒の真摯な態度や取り組みを

評価して表彰するということになってますけど、これは、今年度よりってなっているん

ですけど、これ、必ずその年度に表彰を行うということなんでしょうか。例えば、他の

模範となる児童生徒がいない場合は、やらない年もあるということなんでしょうか。
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●委員長（音喜多委員） 管理課長。

●教委管理課長（須佐課長） 先ほども質問にお答えさせていただきましたが、これは厚

岸町教育委員会表彰規則というのがありまして、これに基づいて、今、児童生徒を表彰

するという考えでおります。

表彰するためには、各学校からの推薦をいただきまして、選考委員会で審議をし、そ

して表彰するという要綱が定められております。そういう形で、選考委員については、

じゃあ、だれが当たるのかということはこれからの作業なんでありますが、表彰の仕方

としてはそういうことで、言われましたとおり、今年度は、当該の学校では、表彰する

に足りる者がいないということも起こる得るかもしれません。それは、各学校からの、

今言いました推薦の中で、そういったことが起きるかもしれませんが、我々としては、

それぞれの子供たちの取り組みや、日ごろの態度や、日ごろの生活状況などが他の模範

となるに足りる、そういった子供たちを素直に表彰してあげたいという思いでおりまし

て、そういったことを各学校を通じて集約をしていきたいという考えでおります。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 それで、先ほどの内申書の関係なんですけど、これにはこれは、当然、記載

されるものなんですか。

●委員長（音喜多委員） 管理課長。

●教委管理課長（須佐課長） 先ほど室長のほうからもお答えさせていただいております

が、これは内申書には記載されるようなことはしないというふうに思っています。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 それは断言できるんでしょうか。例えば、各学校で、それぞれ子供たちが入

試先に入ってもらうのに先生方は苦労されるわけですよね。そういう中で、少しでもそ

の子供の評価をよく見ていただくためには、こんな子供ですよということを紹介するの

。 、 、 、が内申書なわけでしょう ただ身長が何ぼあって 体重が何ぼで 学校に何日出てとか

そういうだけではないんではないですか。内申書にはどういうことが書かれているんで

すか。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午前10時59分休憩

午前11時02分再開
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●委員長（音喜多委員） 再開します。

指導室長。

●指導室長（辻川室長） 大変時間をおとりしまして、大変申しわけありませんでした。

質問の内申書の関係でございますけれども、大きくは学習の成績でございます。３年

間の学習の、正確に言うと２年半になるんですけれども、学習の点数化されたものが掲

示されると。それから、もう一つは特記事項というのもありまして、学習以外のところ

で、例えば部活の関係だとか、そういうもので特に際立った成績をおさめている者につ

いては特記事項という部分で記入する部分もあります。そういうふうなつくりになって

おります。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 やっぱり、先生方にすると、そういうことがあったのを見過ごすわけがない

と思うんですよ。例えば野球大会で選考地区で優勝しましただとか、道大会に行きまし

た。うまくいったら甲子園にとかというのは高校だけれども、中学校でもやっぱり、選

考地区で優勝しただとか、そういうのは特記事項に含まれるし、当然、日ごろの行いだ

とか、そういうものも評価の対象になると思うんですよ。そういうときに、やはりこう

いう表彰規定を設けることによって、あるいは各学校でやっぱり、ある意味、進学なん

ていうのは競い合いですよね。そうすると、できるだけ、この子供はすばらしい子供で

すよということを売り込まなければならないというのもあると思うんですよ。あるいは

推薦入学の枠の中に入れるようにするためには。そうすると、やっぱり、こういうこと

が評価されていくと思うんですよね。

それで、私が一番心配するのは、今、就職難だとか何とかいろいろありますけれど、

面接のための塾まである時代なんですよね。そうしたら、こういう会社に行ったらこう

いうふうにお話をしなさい、こういうことを絶対言ってはだめですよとか、礼の仕方は

何十度だとか、そういうのを全部教えて、やる会社、あるいは塾があるわけですよ。そ

うすると、そういう今は時代ですから、こういうことをやることによって、各学校の評

価だとか、子供たちの評価だとか、そういうものも、授業プラスこれになってくると思

うんですよ。そうすると、我が学校でも、我がクラスでも、うちの子供がとか、そうい

うふうになって、そういうことで競い合う子供、控え目な子供だとか、地道にやってい

る子供、なかなか目立たない人は、いつまでたってもこれに到達しないんですよ。そう

いうことは、やっぱりあってはならないと思うんですよ。

ですから、本当に、たまたま何かで、救助をしただとか、火事を発見して通報しただ

とか、そういうことが偶然あったときには、それはやっぱりきちんと、そういうことに

対してそれなりのことをしてやるということは大事だと思うんですけど、これをやりま

すよ、さあ、皆さん、推薦してくださいというやり方は、どっちかというと、私は教育

的には正しいやり方ではないんではないのかなというふうに思うんですよね。思惑がこ

の中にもし出てきたら、本当に大変なことになるというふうに私は思うんですよ。そう
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、 。いうことをどう考えて進めようとしているのか お伺いをしたいというふうに思います

●委員長（音喜多委員） 指導室長。

●指導室長（辻川室長） この部分、考える部分に当たりまして、例えば学校では、例え

ば部活等で、あるいは少年団で活躍をして、優秀な成績をおさめたチーム、あるいは個

人、例えば朝会の中で表彰したりとかというような時間を設けている学校もあります。

それから、スポーツに限らず文化等ででも、例えば書道だとか美術だとか、そういうも

ので優秀な成績をおさめた児童生徒を表彰したりだとかということは日常的に行われて

いると。そういう、外部的に華々しく活動して、成績をおさめている児童生徒は目立つ

んですけれども、これを考えるに当たって、そうではなく、日常の学校生活の中で、例

えば人知れず朝早く来てごみ拾いしている児童生徒がいるだとか、あるいは玄関のとこ

ろで大きな声であいさつをしている子供がいるだとかというような、そういう、本当に

日常に密着して、ただ黙って見ていると見過ごしてしまうような、でも、非常に毎日の

生活の中で、そういう地道に努力している児童生徒も、やっぱりどこかでスポットの当

たる場面というのが必要ではないかということの前提に立って、どこかでそういう子供

、 、 、たちにも表彰をしてあげることによって その子自身の自信もつくだろうし それから

それを見た子供たちが、ああ、いいことをやってるんだなということで広まっていくと

いう効果もあるんではないかというところからのスタートで、こういうものを考えて、

位置づけてきたということでございますので、ご理解いただければと思います。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 今、室長がおっしゃったことはいいことだと思うんですよね。私自身も小学

校のころ、自分たちのクラスが毎朝２時間目終わった後、教室前の廊下、生徒玄関から

屋内運動場の入り口まで掃除をして、校長表彰みたいなのを受けたことはあるんですけ

ど、やっぱり表彰というのは、そのときに、やっぱり際立って目立ったというか、よく

頑張ったなということが評価されなきゃだめだと思うんですよね。

それで、表彰するということを設けておくことはいいと思うけれど、これが行事とし

、 。 、 、 、てやると 必ず そして まだ詳しく聞いてませんから 対象はゼロの場合もあるのか

それとも必ず５人なら５人程度を表彰したいと考えているのか、そのあたりがちょっと

わからない。そして、どういうことを表彰で、ただ賞状だけやるのか、記念品も何か用

意するように考えているのか。

それから、これは個人表彰なのか団体表彰なのか、そういうこともここではうたって

いないように思うんですけど、そういうことが心の教育に、みんながそうだな、よかっ

たなと思える表彰でないと困ると思うんですよね。その辺ではどういうふうに考えるん

でしょうか。

●委員長（音喜多委員） 管理課長。
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●教委管理課長（須佐課長） 表彰の基準というか、団体とか個人の話が出ましたが、こ

の表彰規則からいきますと、児童生徒の表彰ということで、児童生徒のという前提があ

りますので、個人の表彰にこの規則ではなっていくと思います。

必ず何人とかという人数を決めて取り組むつもりはございません。その年によっては

、 、該当ない場合もありましょうし 学校から推薦として上がってきたのが委員会のほうで

、 。またそういった協議の場で該当にならないということで 選外になる可能性もあります

そういった中では、必ずしも固定した人数で取り組んでいくということは考えておりま

せん。

もう一つは、記念品とかいう話も出ましたが、今回進めるに当たって、記念品とかは

考えておりません。表彰状という形で素直に表彰をさせていただくということを前提に

考えております。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 わかりました。

それで、これについては、今、個人表彰と言いましたよね。やっぱり、だけれども、

、 。グループでいいことをする場合だってあるのではないですか 模範となるようなことが

団体表彰だってあったっていいのではないのかなというふうに思うんですよね。そうす

れば、例えばグループでいいことしたのに、その代表者だけというのはちょっと、変で

はないのかなというふうに思うんですけど。

●委員長（音喜多委員） 管理課長。

●教委管理課長（須佐課長） 今、提言いただきました団体あるいはグループの扱いにつ

いては、これから進めるに当たっての中で検討させていただきたいと思いますので、ご

理解いただきたいと思います。

（ いいです」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 今、そうしたら保留になっているところはありますけれども、

それを抜かしていいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） じゃあ、進みます。

４目教育住宅費。

（ ３目であります、13番」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 13番。
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●室﨑委員 教育振興費のところでお聞きします。

教育行政執行方針の中で、教育長は食育の問題に触れていらっしゃいますね。何ペー

ジだったかな。それで、これが書き方なのかどうかがちょっとまずお聞きしたいんです

けども、学校給食という項目の中でだけ食育に触れているんですよ。それで、読みよう

によっては、聞きようによっては、食育というのは学校給食の中の一部だというふうに

も読めなくもないんですね。そのあたり、基本的なお考えをまずお聞きしたい。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 食育のご質問でございますけれども、食育につきましては、学

校給食のみということではもちろんございません。すべての部分が、例えば体力にして

、 、も食べる物から入ってくるんだという中で 食育というものが近年言われている中では

当然、すべての部分で行われることですし、もう一つ言えることは、栄養職員が飛び抜

けて大きな役割を果たすというよりは、学校の先生全体の中で取り組んでいただく、あ

るいは保護者にも、もちろん協力を得る中で進めていくのが食育であるというふうに認

識しております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 食育基本法というのがございますね。当然、私が言うまでもないことで。そ

、 、 、の食育基本法では 前文が相当あって そこでもって食育とは何ぞやということを相当

。 、 、 、微に入り細をうがってと書いてますよね そこでは 生きる上での基本であって 知育

徳育及び体育の基礎となるべきものと位置づけると明記しているんですね。だから、知

育、徳育、体育の基礎なんですよ。だから、基礎中の基礎なんですね。これは、学校教

育に限るとは書いてないんですよね。

各自治体の義務だとかそういうところを見ますと、どうも学校という枠を超えて食育

というものの政策を進めなければならないように見えるんですが、今の答弁を聞いてい

ると、どうも給食という分野での学校の話のように聞きかねないんだけども、そのあた

りもう一度お願いしたい。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 食育基本法の中でももちろん、学校教育のみならず、すべての

分野、保護者にあっては、もちろん就学前の児童に対しても積極的に取り入れていかな

ければならないということをうたわれておりますし、このこと自体、いわゆる飽食の時

代と言われる中で、欠食する児童が多い、あるいは大人についても、20代、30代の成人

の欠食が多いというような状況、また、必要以上の痩身、やせることへの願望みたいな

ものが強いというふうな現代社会の中にあって、食べることが体をつくる基本だという

ふうな観点で立っておりますし、これは、我々とすれば学校教育、社会教育の中で進め
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ていくというものだというふうに認識しております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

、 、●室﨑委員 したがいまして この項目で聞いているから教育委員会中心なんですけども

学校教育の枠を超えるだけではなくて、教育委員会の枠をも超えてますよね、食育基本

法の考え方は。

それで、今ちょっと、余り話を大きくしてしまうと何言ってるかわかんなくなってし

まいますのである程度絞りますが、学校教育という中でも、単に給食を出していればい

いということではなくて、食というものを通じての健康、生活そのものをきちんと支え

ていく教育そのものであるというふうに言って間違いではないと思うんです。それで、

そのようになりますと、単に学校の中だけの問題でもなくなってくると思いますし、ま

た、学校の、あるいは生涯学習教育との関係に限ったとしても、健康づくりだとか、い

ろいろな関係部署との連携というものが非常に必要になってくると思うんですけども、

そういう観点から、どのような動きをしていますか。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

（ ） 、 、 、●教育長 富澤教育長 もちろん 学校教育の中では栄養職員を含めた中で 養護教員

あるいは保健の先生等集まる中で、食育に対する協議等を行っているわけでございます

けれども、もっと広い意味で言いますと、女性団体連絡協議会がいろいろな部分で食育

の問題、そして早寝早起き朝ごはんの運動についても、女性団体連絡協議会等の中で積

、 。極的に取り入れる中で 私ども一緒に活動を行っているというようなことでございます

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 役場を飛び越えて、行政組織を飛び越えて、民間団体との提携についてお話

、 。がありましたが 庁内での関係機関との連携というのを今私は聞いているんですけども

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 食事の関係で言うと、毎年、方針の中でお話ししている健康づ

くりの中で、塩分の問題ですとかということについては協議を行っているところですけ

れども、食育自体、町民の食事の改善というようなことに関して言えば、まだ庁内での

協議は行われていないというふうに考えております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 ただいまの教育長の一連の答弁の中からはっきりしているのは どこまでいっ、

ても学校教育という中でしか食育という文字は見えてこないんですよね。生涯学習教育
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の中でもって食育と名のついた一つの施策というのが何かありますか。

●委員長（音喜多委員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（佐田課長） ただいまの質問でございますが、生涯学習課としての、た

だいま教育長のほうからもお話がありましたように、女性団体に対する支援の中で、今

年度におきましても早寝早起き朝ごはん運動の中で、食育に関する講師の方を呼んで研

修会を行ったわけですが、その研修会に当たりましての支援体制というものを、女性団

体連絡協議会のほうと打ち合わせをしながら、調整をしながら活動をしているというの

が現状であります。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 虫眼鏡かけて探してみたら一つあったという程度の話ですよね。基本的なも

のの中で、基本的な施策としての、恐らく柱があると思うんです。学校教育ではこうい

うとこを重点的に、それから、生涯学習教育ではこういうとこを重点的にと。その重点

中の重点になるべきものだというふうに食育基本法は書いていると思われるんですが、

そのような感覚では施策は行っていないと言わざるを得ないですね。

それで、また、保健介護課のほうでは健康づくりというものを担っていますよね。こ

れ、そこの大きな重点でもあるというふうに思われるんですが、今の話を聞いてると、

大きなな一翼を担っている教育委員会と、それから町長部局といってもいいのかな、そ

。 、ちらの間の連携については全く聞こえてこないと そのように解さざるを得ないんだが

今その話を幾ら言ってもしようがないんだけども、今後について、今からについて、ど

のようにお考えになってますか。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） まず、教育委員会としては、やはり、子供たちが健全な食事習

慣をつけるということが一番大切だと思いますし、その中ではやはり、僕たち家庭教育

、 、 、という中で 親御さんたちに対する啓発活動も行っているわけですけども まず基本は

子供と一緒に親御さんが朝食をとっていただくというふうな部分が非常に大きいんだろ

うというふうに思いますし、また、学校の中ではできるだけ、いわゆる地場産品なり近

くでとれている物に対する認識というものも大変大切なことであるというふうに思いま

すし、そういった中で教育を行っていくと。

また、先ほど申し上げたとおり、女性団体のほうでも家庭の中での食生活、あるいは

今言ったような朝食の問題についても積極的に取り組んでいただいておりますので、こ

の点についても連携を図ってまいりたいと思いますし、また、健康問題の中で、先ほど

の食育の基本的な考え方じゃありませんけども、健康づくりの中での食事の大切さとい

うのは当然大きな位置を占めているわけですから、この点については保健介護課とも連

携を深める中で、社会教育の面でも今後事業展開していければというふうに考えており
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ます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 食育基本法では第22条で、国及び地方公共団体は、国民教育関係者と農林漁

業関係者と食品関連事業関係者とその他事業者もしくはその組織する団体、消費者の安

定、向上等のために云々というふうに書いてます。それから、23条では国及び地方公共

団体は、生産者と消費者との間の交流の促進等により云々と、ここにも書いてますね。

それから、その次の24条では、国及び地方公共団体は、伝統的な行事や作法と結びつい

た食文化、地域の特色ある食文化等が云々と、ここにも書いてあります。それから、25

条では すべての世代の国民の適切な食生活の選択に値するよう国民の食生活に関し云々、

というふうに、国及び地方公共団体のなすべきことが列記されてますね。そういう観点

からの施策の展開というような話が今の答弁の中には聞こえてこないんですよ。決して

一民間団体に丸投げしなさいなんてことは書いてませんからね。

それで、もう一つ出てくるのは、これ、努めなければならないという範囲ですけれど

も、食育基本計画というものを市町村はつくりなさいということが出てきてるんです。

それで、その計画を作成し、なおかつ３３条で、市町村食育推進計画の作成及び実施推

進のために、条例で定めるところにより市町村食育推進会議を置くことができるという

ことまで記載されてます。そういうようなことについて、今までどこかの部署で検討さ

れたことがありますか。

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 町民全体の健康づくりの中での食育に関する部分でござい

ます。

みんなすこやか厚岸21の中ではライフラインごとに、母子の妊娠時期、それから乳幼

児期、少年期、学年期等の中での食育に関する位置づけというものを計画に盛り込んで

おりますが、委員ご指摘の食育基本計画については、行政レベルで具体的な検討をした

という経過はございません。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 ずっと聞いてますと 食育基本法の言葉をかりると 生きる上での基本であっ、 、

て、知育、徳育及び体育の基礎となるというふうに位置づけられてるんですね。基礎中

の基礎ですよ。今、お隣に竹田委員もいらっしゃるけれども、家に例えて言うならば、

土台つくらないで屋根つくってるような話ばっかりになってくるわけですね。お隣では

。 、 、そういう家の建て方は絶対しないと思いますけどね ですから やはりこれについては

こういう法律があるんですから、やはり教育委員会ないし町長部局の担当課におかれま

しては、きちんとこういうものについて検討なさって、どのような形で進めていけばい

いのか。私自身は、努力義務ですから、すぐこの計画をつくんなさい、すぐ条例をつく
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んなさいと言う気はありません。しかし、名前が違っても、同じことはちゃんとこの厚

岸町はきちんと見据えてやっているんですよと胸を張って言えるような施策を進めてい

ただきたいと。これは要望なんですが、そのようなお考えがあるかどうか、お答えいた

だきたい。

●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長（若狭町長） 私からお答えをさせていただきます。

食育基本法の制定については、何年かここで明確にお答えすることはできませんが、

実は、食育基本法ができる前に、知力、徳育、体育等の得の課題があったわけでありま

す。

そこで、今、教育委員会とも問題になって質疑されておりますが、食べるということ

から一歩進んで、得というもの、すなわち、家庭においては食事をする中で、家族挙げ

ていろいろと団欒することも大事なことであろうとか、非常に食育というものが幅広く

とられるようになり、食育基本法というものが制定されたという私は認識を持っておる

わけであります。また、室﨑議員から、それぞれの条文を指摘されたとおりであります

ので、厚岸町といたしましても、食育の大切さ、教育方針にもうたわれておるわけであ

りますが、町といたしましても、そういう方向に向けて検討することであろう、そのよ

うにも考えたわけであります。その点、ご理解をいただきたいと思います。

また、今、食に関しましては 「早寝早起き朝ごはん」という運動が教育委員会のほう、

で展開をされております。これも一つの食に関する運動の展開であろうと、そのように

私も認識をさせていただいておるわけでございまして、食に関することは、今日の現代

社会においては重要な問題になっているという認識の上に立って、今後とも町政の中で

推進してまいりたいと思いますので、ご理解いただきたいと存じます。

●委員長（音喜多委員） ほか、ございませんか。

進みます。

４目教員住宅費。

５目就学奨励費。

10番。

●谷口委員 奨学金なんですけど、現在、収支状況はどういうふうになっているんでしょ

うか。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午前11時39分休憩

午前11時42分再開
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●委員長（音喜多委員） 再開します。

管理課長。

●教委管理課長（須佐課長） 大変申しわけございません。

20年度までの奨学金の貸与の状況ですが、体系的には貸与総額が、20年度で貸してい

る金額が553万2,000円でございます。これまでの総額でありますが、1,208万4,000円にな

ります。それに対する残額としては、貸し付けてまだ残っている残額は、1,202万4,000

円ということになっております。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 1,202万4,000円と言いましたっけ。

（ はい」の声あり）「

●谷口委員 この残額なんですけど、このうち順調に返納されているのは幾らで、滞って

いるのが何件で幾らなのか、ちょっと教えてください。

●委員長（音喜多委員） 管理課長。

●教委管理課長（須佐課長） 今、21年度でありますが、今年度中に返済が終わったもの

の関係でいきますと、357万6,000円を返済していただきまして、５名の方が今年度中に

既に終わっております。

現在、返還中のものといたしましては、定期的に返還されている者が９名おります。

それが毎月返還の者。年にまとまって返済していただける方、この方が10名。19名は定

期的にちゃんと、要するに一年間の中でおさまっているということ。さらに、不定期に

返済してくれる方が７人。ちょっと今返還ができないということで届け出が来ている者

が６人おります。そして、さらには返還期間を過ぎて、滞っている者が13名いるという

状況になっております。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 定期、それから年にまとめてというのは、それぞれ返還をしようとしている

人と見ていいですよね。それで、あと不定期の７名をどう見るのかということは、そち

らの判断で、ちょっと私では判断できるようなもんではないんですけれど、滞っている

人、不定期外の６名、それから、もう相当払われていないというか、13名の方、それで

もこれ、金額にすれば、１件当たりの高いのと低いのと、全部はいいですから、高い人

で幾らまだ残金があるのか、低い人で幾ら残っているのか。不定期と滞っているのと、

もう期限が過ぎたりと、それについてちょっと教えてください。
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●委員長（音喜多委員） 管理課長。

●教委管理課長（須佐課長） 私の説明がちょっと悪かったようで、返還停止中というこ

とにつきましては、滞っているというふうには認識しておりませんので、停止して今

ちょっと待っているということでありますので、この分につきましては６名、先ほど言

いましたけれども、別扱いとさせていただきまして、返還期間を過ぎて入っていない13

、 。名の人数がおりますが 総額で265万6,500円ということが滞っている金額でございます

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 今のは13プラス６のことを言ってるんですか。13だけを言っているわけ。

（ はい」の声あり）「

●谷口委員 それで、265万6,500円ですか、このうち13名でただ割ればいいのか、それと

、 、 、も大きく残している人がいるのか あとわずか どうかすれば何とかなる人がいるのか

その辺についてもう少し教えてほしいのと、この13名の中で、もう見込みのない人もい

るのか、あるいは連絡はとり合えている人がいるのか、その辺はどうなんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 管理課長。

●教委管理課長（須佐課長） 貸与残額でいきますと、あと４万5,000円という方もおられ

ますし、36万円、貸した金額がそのまま残っている方もおられます。

よろしくお願いいたします。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 よろしくと言われてもちょっと困るんですけど、私が肩がわりするわけにも

いかないし。

そうすると、全く借りた金、１円も払わないで滞ってしまっているという人も中には

いるんですか。これ、その主な理由はどういうことなんですか。初めから１円も返還さ

れない人の理由は。

●委員長（音喜多委員） 管理課長。

●教委管理課長（須佐課長） まず特徴的に言えるのは、子供が入学するときに親が申請

に来ました。決定しまして、このときは親のほうに貸し付けをしていたんです、この時

代。したがって、子供は全くわかっていないと。したがって、親に返済の時期になりま

してお話に行きましたら、親のほうから子供には言わんでくれというケースがありまし

た。したがって、子供さんは全く知らないで、親が生活のために使ったと思われるんで
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ありますが、そういったケースもありました。

そういった状況ですから、子供さんには責任ないのかなと私ども思っていますし、親

のほうに何度か電話もしたり話もしてるんですが、今、だんだん高齢になってきて、生

活も年金だけじゃ厳しいんだという状況でとまっておりますが、何らかの手だてを対応

しなきゃならないなということにはなっておるんですが、そういった状況で今、滞って

いる分があります。

あとは少しずつ返済してきているんですが 仕事の関係で ２ ３年前に仕事を変わっ、 、 、

たとか、そういうことでの事情でとまっている方もおりますし、そんなケースでござい

ます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 それで、今、奨学資金を貸し付けるに当たって、こういう滞納等を抱えなが

らやっているんですけど、新年度に向けて対応がきちんとできるのかどうなのか。今、

非常に、経済状況は依然として厳しいと思うんですよね。そういう中で、結果的に、よ

り上級の学校等への、就職は簡単でないということで、進学を望まれる方が多くなって

きていますよね、大学、専門学校含めて。そうすると、今の厚岸の奨学金の制度の枠を

引き続き維持していくことができるような奨学金の財政状況にあるのかどうなのか、お

伺いをいたします。

●委員長（音喜多委員） 管理課長。

●教委管理課長（須佐課長） 今年度末の見込みで22年度の貸し付けをしていくわけであ

りますが、21年度決定した状況を見ますと、同数ぐらいの推移でありますと、このまま

でいけると思っています。先ほど説明した古いときの貸し付けの方法と変わりまして、

今現在、本人の提出もさることながら、家族というか保証人、それと学校のほうを通じ

。 、 、て決定通知を出しております したがって 三者が今の貸し付けについては承諾をして

貸し付けを行うという対応をさせてもらっておりますので、さきに説明したような、子

供が借りているのを知らない状況とか、全く親と子供が関係ないような状況で言われる

ようなことがないように対応させてもらっております。

今年度も、既にそれぞれの学校の入学通知を持って、奨学金の、利用できないかとい

う相談が参っておりますので、前年同様ぐらいの数字でありますと、何とか今、運営的

には、この基金の中で対応できるというふうに考えておりますので、ご理解いただきた

いと思います。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 そうすると、今の説明では例年並みにはできるということですけど、もしそ

れ以上の状況が出てきた場合は、何か基金の積み増しみたいなものを考えるんですか、

どうなんですか。
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●委員長（音喜多委員） 管理課長。

●教委管理課長（須佐課長） 21年度ではそういった補正予算を計上することはなかった

んですけれども、実は20年度のときに、今言われましたように、年度途中で基金の積み

増しをさせていただいた経過があります。今回も、これから奨学金の手続をやっていく

中で、人数がふえてきて貸し付けがふえた段階では、そういうことが起きた場合につい

ては改めて補正予算の対応をさせていただくことになると思いますので、あわせてご理

解をいただきたいと思います。

（ よろしいです」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ５番。

●中川委員 ここで質問したいんですけど、今、10番委員が質問したんですけど、奨学資

金で。そして、22年度の分は、保証人か何かつけますよというんですけど、その以前の

古いやつは保証人ついてなかったんですか。そこだけ。

●委員長（音喜多委員） 管理課長。

●教委管理課長（須佐課長） 保証人はついております。保護者と保証人はついているん

です。さっき言ったような返済のない中では、貸し付けの本人が知らない、要するに奨

学生である子供が全然そのことを知らないで、親が手続をして、親と保証人の手続で、

親のほうにお金が振り込まさっていたという状況だったわけです。現在はそれを改めて

おりますので、当然、子供もそのことは承知しているし、子供の口座に振り込むように

なっております、貸付金は。

以上であります。

●委員長（音喜多委員） ５番。

●中川委員 したから、今の、新しい22年度は、保証人つけてあれするっていうんで、そ

の以前のときさ。以前のやつは保証人ついてなかったんですかというんです。

（ ついてる」の声あり）「

●中川委員 したら、ついてるんだけど、どういうわけで保証人に請求しないんですか。

そのための保証人でしょう。だから、そこを聞きたいんですよ。

●委員長（音喜多委員） 管理課長。
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●教委管理課長（須佐課長） 説明不足でありますが、保証人に対してもお話をさせても

らってます。保護者の方がおられますので、まずは保護者の方にお話をするという対応

をさせてもらってます。その結果が、先ほど言いましたように、なかなか、だんだん年

数もたってきて、少し高齢になってきたとか、そんなことで、保証人にも我々はお願い

に行きますよという話はしているんですが、待ってほしいとか。

（「 。 。 。 」 ）そこなんだよな おかしいんだよな 親がと言うんだけど もう１回 の声あり

●委員長（音喜多委員） ５番。

●中川委員 結局、保証人にもっと強くいけないんですかというんですよ。親がどうのと

言うけども、金貸すときに保証人ちゃんとつけて貸してるんでしょう。したから保証人

にね、親がどうのこうのと言うけども、私言ってるのわかりませんか。

（ わかります」の声あり）「

●中川委員 わかりますでしょう。したけど、何かそういうふうに聞こえてこないんだよ

な、答弁がな。

そうすると、幾らか返ってくるんでないですか、保証人からでも取ればと、私はそう

思うんですけど、私の質問おかしいですか。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午前11時57分休憩

午後１時00分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

５目の就学奨励費、５番の質問に対して、教育委員会の答弁から始めます。

教育長。

●教育長（富澤教育長） お時間をとりまして、申しわけございません。

純然と返還のない方は４名いらっしゃいますけども、そのうちお２人は兄弟で、保証

人については同一ということでございます。母親は釧路にいる状態なんですけども、は

がき等出しているんですけども、直接、音信としては通じない状態に現在なっておりま

す。もう１人の保証人については、既に死亡しているということです。

もう１名の方については、町内に母親がいらっしゃいますけども、認知症をわずらっ

ている状態でいらっしゃいます。保証人については、この方も死亡しているということ

です。

今申し上げている事例なんですけども、かなり以前の話ですので、年数的にもたって
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いますので、保証人死亡というふうな状況になっているということです。

もう１名については、父親が町内におります。この部分については、父親と直接何度

かお話をして、何とか払える分だけは払いたいというような意思表示は示すんですけど

も、なかなか、まだ返還がないというような状態となっております。

●委員長（音喜多委員） ５番。

●中川委員 今、４名のうち２人の兄弟が、保証人はもういません、亡くなっていますと

いうんですけど、そして、あとは保証人、まだいるんですね、生きているんですね。だ

から、さっきから言うんですけど、保証人からいただいたというものは一つもないんで

すよね。保証人がついてますけど、保証人から幾らいただいてます、親からもらってな

い、本人からもらってませんけど保証人からもらってますということがさっぱり出てこ

、 、 、ないから だから私がどうなんですかと聞くんですけど その保証人が亡くなった方は

もう今、教育長が言われるように、古いでしょうから、だから金額も少ないと、もう古

い話だから。だから徐々に請求してもらうんだと。保証人はいないけども、金額もだん

だん少なくなってきているから、おいおい、電話かけたり手紙出したりしてもらいます

よということなんでしょうけども、だから、さっき10番委員のあれで、焦げついた人か

ら、保証人から、幾ら今までしたらもらってたんですか。何か全然、保証人からいただ

、 、いたという話がないもんだから これなら保証人ついたもつかないも同じことじゃない

これなら。だから、保証人からいただいたのがどのぐらいありましてというんならいい

けども したら 聞けば保証人は死んでますとか何とかと言うから したら 入らなかっ、 、 。 、

たら保証人から取るべきでないですかと言うんだけど、さっぱりそこが出てこないんだ

よな。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午後１時04分休憩

午後１時05分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

教育長。

●教育長（富澤教育長） 過去においては、当然ですけども、保証人にご連絡をして、そ

の方からご本人あるいは親御さんのほうに払うように催促をしていただいて、入ってい

るというケースは当然ございます。ただ、保証人直接にいただいているというケースに

ついては、ないものというふうに認識しております。

●委員長（音喜多委員） ５番。
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●中川委員 したから、さっきから言うんですけど、親が払えない、子供がまだ学生で、

親が普通払うんでしょうけど、払えなかったら、例えば保証人が払いますよと。昔は保

、 、 。 、証人が払ったケースもありますけれども だからここが私 いかないんだな したから

焦げついたやつは保証人から取るべきでないですか。違うの。そのために保証人つけま

すって、30万円か40万円でも貸すわけでしょう、奨学資金。だから、保証人が１回も出

、 、 。 。てこないから さっきから私 不思議なんですけどね 私の聞いたの間違っているべか

（ 間違ってないよ」の声あり）「

●中川委員 何も間違ってないでしょうが。やっぱり、町民からもらっている税金が原資

で貸すわけですから、やっぱりきちっとやってほしいんですよね。だから、聞くと保証

人からもらってますというのが何も聞こえてこないから、だから不思議なんだよね。だ

から、それなら何も保証人つけた意味も何もないんでないですか、したら。もう１回。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 今申し上げている方については４名ですけども、過去、例えば

平成７年ころから数えますと、返還停止中の者が当時ですと10名、無返還の者が16名、

合計26名おったんですけども、粘り強く返還を求めてまいりまして、現在は不定期のも

ので返還中止の者が３名 それで 先ほど言ったように返還のない者 ですから 当時16、 、 。 、

名おったうち現在４名ということで、かなりの部分、親御さん本人に、追跡調査もして

求めておりまして、その中で減ってきているという状況です。

ただ、この４名については、先ほど申し上げたとおり、このご兄弟の分は死亡してお

ります。本来、この契約でいけば、死亡した場合については改めて立てることにはなっ

ておりますけれども、その親御さんも見つからない状況ですので、改めて立てるといっ

ても、立てる手だてがとれないというふうな状況ですので、それともう１名の方も、先

ほど申したとおり、お母さんについては認知症を患っていて、町内にいらっしゃいます

けども、明確にご本人の確認がとれない状況ですし、もう１名の保証人については既に

死亡されております。ですから、４名中３名については死亡されている状況ですし、も

う１名については親御さんが町内にいらっしゃいますので、その方に現在も粘り強くお

話をさせていただいているというふうな状況です。

●委員長（音喜多委員） ５番。

●中川委員 そこで私、引っかかるんだけど、私が能力がないからかな、理解できないか

な。

結局、保証人から、さっきも保証人を通じて、親に一生懸命払ってもらうように説得

して払ってもらったのもありますと。私聞いているのは、保証人つけているわけでしょ

う。親が払えない場合にはだれだれが払いますからといって書類が成立して金貸してい

るわけでしょう。その保証人から、親に言ってもらうんでなくて、親にかわって、保証
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、 。人ですから 親が払えないときに私が払いますということで保証をつけるわけですよね

だから、その保証人からが、だからもらっているケースがあるんですか。だからそこな

、 。 、 。 。んですよ 私聞いてるの まだかみ合いませんか 私言ってるのと わかりませんかね

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） おっしゃっていることはよくわかっています。

（「 、 。 」 ）ああ そうですか わかってくれればいいんですけど の声あり

●教育長（富澤教育長） ただ、今申し上げましたとおり、ほかの方たちについては、保

証人に直接はもらっていませんけども、解消してきているのは事実です。先ほど言った

、 、 、ように 16名いた無返還者が12年か13年の間に４名まで落ちてきていますから 実際に

今、委員おっしゃるような形での保証人にという中では、４名中１人しか保証人がいま

せん、生きてませんから。ですから、このもう１名の部分については、親御さんが町内

にいらっしゃいますし、話せる状況なんで今話しておりますけども、保証人についても

今後検討してまいりたいというふうに思います。

●委員長（音喜多委員） ５番。

●中川委員 教育長、この間から私、古い話ばっかりしてますけどね、皆さんからご批判

をいただいてますけど、私、昔、浜中郡といって、この間、病院の関係で浜中の話も出

てましたけど、これ、それこそ20年ぐらい前になるんですけど、物すごくいい奨学資金

を浜中町でつくりましたと私聞いたもんですから、担当課長のところに行って、そして

勉強してきまして、そして議会で当時の町長に提案したんですよ。したら、だめだと、

こうなったんですね、その奨学資金。ですけど、やっぱり私は、これからの子供たちの

ために、増額してまでも奨学金をつくって、そして、やっぱり教育をさせてやりたいん

ですよ、私も子供たち教育してきましたし。そういう気持ちがあるんですけども、こう

いう焦げついたり何だりしましたら、さっきから言うように、町民の血税が原資ですか

ら、そこはやっぱりきちっと、取ってもらうものは取って、そしてまた増額するものは

して、これからのやっぱり子供たちにうんと教育を身につけてやりたいなというのが、

これが私の考えなんですよ。だから、うるさく保証人だとか何とか、焦げつかないよう

に、貸してもらいましょうといって、皆さんに使ってもらおうというのが私の趣旨で質

問しているわけですから、そこをひとつよろしくお願いします。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 貸してるものを返していただくという部分については当然のこ

とですし、このことによって新たに借りる方が制限を受けるということも事実でござい

ます。かなり古い時代のもので、先ほど課長が申したとおり、当時の貸し付けに当たっ
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。てのいろいろな手続が当時不備だった部分もあるのではないかというふうに思われます

現在は、先ほど申したとおり、ご本人を呼んで、私どもはあなたにお貸ししますとい

う認識のもとで貸してますし、毎年、成績証明書をいただいて、進学が進んでいるとい

う状況も確認しながら貸し出しを行っているという中では、先ほど申し上げたとおり、

無返還者、返還が停滞している方も、当時から見ると激減している状況ですので、もち

ろん、今残っている方も、これからも粘り強く努力してまいりたいと思いますので、ご

理解をお願いしたいと思います。

（ わかりました」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ほか、ございませんか。

13番。

●室﨑委員 今の件がどうのという問題ではないんですが 今お聞きしていると 16件あっ、 、

たいわゆる焦げつきが４件にまで減らしたというから、前の人たちの債権管理能力がな

い状態で、がたがたになっていたものをここまで立て直したんだというお話については

評価いたします。その上でお聞きするんですが、電話や手紙で請求をしているというよ

、 。うな言い方がありましたが いわゆる請求というのはどういう形で行っているんですか

●委員長（音喜多委員） 教育委員会管理課長。

●教委管理課長 須佐課長 電話などの催告もありますが 文書で年２回ほどは必ずやっ（ ） 、

ております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 それが時効中断効力のある請求ということになるという判断ですね。

●委員長（音喜多委員） 管理課長。

●教委管理課長（須佐課長） 時効の中断というところまで判断できるかどうかはいたし

ておりませんが、滞っている分についての納入をお願いしたいという形での文書を送付

しております。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） このことによって時効が中断するとは考えておりませんが、先

ほど申したとおり、この行為によって、この４名以外の方については返還がされている

という事実があります。その返還された時点まで時効は成立していないというふうな判

断に立っておりますので、こちらの部分については、現在、不定期ながら返還されてい
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る部分については問題ないというふうに考えております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 この４名については、一度も返還されていないというふうな議論で聞いてた

んですが、そうではないんですか。

（ はい」の声あり）「

、 、 。●室﨑委員 近年でいうといつに 一部であろうと 幾らであろうと返還されたんですか

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長 富澤教育長 今言ったのは 返還停止中の方が何名か減っていく中ではいらっ（ ） 、

しゃいます。その方たちについて申し上げたことでありまして、４名については返還が

ございません。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 それで、前に福祉課のほうで何とか貸付金というのがありました、今ちょっ

と思い出せない。そのときに、返還計画をつくって出してもらってますというようなも

のがありましたね。そういうことはしてないんですか。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 返還停止中の方につきましては、返還が始まった時点で返還計

画を改めて提出させていただいているというような状況ですけども、今申し上げた４名

につきましては、直接、３名の方については交渉できないというふうな形ですので、も

らっていないというふうに認識しております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 まず第一に、必ず承認をとらないとだめですよ。本人が債務があるというこ

とをきちんと承認した場合、そこで時効の中断生じますからね。それをやっておかない

で、電話で請求しているんです、手紙で請求しているんですって、それは請求じゃあり

。 、 。 。ませんから 教育長もよくご存じだと思います 今の答弁聞いていると 催告ですよね

そういうことをやっていて、この場合には行政上の債権になる可能性ありますね。そ

うすると非常に短いですよ。それで、いざというときになったときに、相手方に法律的

な知識のある人が後ろにでもついて、いやいや、消滅時効成立してるんですよと開き直

られたらぐうもすうもないですよね。だから、まずそういう行えるべき手だてはきちん
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と行うこと、これが大事ですよ。

それは、私、議場でも何回も言ってます。教育委員会の方たちは聞いてない、町長部

局の方だけが聞いてるということはあり得ないでしょう。今ごろになって、時効の中断

については私考えたこともないんですなんていう答弁はやめてもらいたい。それは債権

管理者としての最低限の知識ですよ。それすらないということは、債権管理能力がない

ということを意味することになってしまう。それは私としては心外です。それがまず１

点です。

それと、もう一つは、相手方の居所も不明である、あるいは全く返還能力がない、そ

れから、保証人が死んだということだけでもって、それに該当するのかどうかというの

。 。 、 、は私疑問です 保証債務の相続の問題がありますからね ただ そういうものを含めて

言うだけ野暮だと、俗に言いますと、いうようになったときに、いわゆる不納欠損処分

のような形で、これはもう追求不可能であるということがきちんと、議会あたりで聞か

れても、あるいは第三者に聞かれても納得できるような事情のある場合には、いつまで

もたなざらしにしておかないで、それを、この場合には何て言うのか知らんけれども、

税で言うと不納欠損処分でしょうね。そういうような措置も必要だと思うんですよ。そ

ういうきちんとした手続的なものがどうも今の話を聞いているとはっきりしないんです

ね。そして、相手方の事情を考えてあげてるんだというような温情と債権管理の不徹底

とがごっちゃになっているような気がする。これはやはりきちんとすべきです。

それで、先ほど５番議員さんもおっしゃったように、これは税金ですから、貸し付け

ているのは。個人の、だれかの懐から貸しているんだったら、その人の温情でというこ

とはあり得るんだけど、それはできないわけですよ。だから、ちょうど税金の滞納と同

じような形になってくるわけですから、そういう体制をきちんとつくらないでやってい

るということに問題があるんじゃないですか。いかがでしょう。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） １名の方については、ご本人と連絡ついている部分はあるんで

すが、遠距離ということもあって、その部分については直接はお会いはしていません。

ただ、ご本人のお話の中では支払うというふうな意思を示されておりますので、しっか

りとこの点については 委員おっしゃるような形での 書面なり何なりというものをしっ、 、

かりと用意して、今後も当たっていきたいというふうに思いますし、先ほど申した中で

は、本人が不明でお母さんはご病気、保証人死亡というふうな部分については、私ども

も今後、奨学審議会に諮る中で、欠損金扱いにすることも含めて、やはり検討してまい

りたいというふうに考えております。

●委員長（音喜多委員） ほか、ございませんか。

なければ、進みます。

６目スクールバス管理費。

11番。
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、 、●大野委員 ここでお尋ねをしたいんですけれども スクールバスの運行の拡大を図ると

部活終了後の検討をするって行政執行方針に書かれているんですけど、僕、たしか去年

も委員会でお願いして、したら、そのときの答弁ちょっと、確実には定かでないんです

けど、郡部のほうにおいては、尾幌と上尾幌は別として、それ以外は考えておりません

という答えだったんですけど、どうしてそう気が変わったのか。いい方向に変わってい

るんですからいいんですけど、そのいきさつを聞かせていただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 決して気が変わったわけではございませんけども、少なくとも

スクールバスが出ている地域は、真龍小学校、中学校だけではなくて、厚岸小学校、厚

岸中学校においてもございますし、太田、高知にも走っているというふうな状況です。

去年お答えしたのは、一つには、今回スクールバスを走ることになったときに、お母

さんたち、保護者の方とお話し合いをする中で、小さい学校から大きい学校に行くと、

そのときの利点として、教育委員会側が部活動も多くの人数でできるようになるという

ふうなことがあるのであれば、ぜひそういうのに間に合うような部分の対応をしてほし

いという中で、尾幌、上尾幌の線について、まず去年については試験的に運行してみま

したということです。

その中では、やはり、真龍小学校、中学校について、利用者はありますし、保護者の

負担についても軽減されているという中で、ぜひ来年度については拡大して、ほかの学

、 、 、校についても やはり 確かに新たな路線としてスクールバスが入ったわけですけども

そしたら以前から入っている部分については、まるっきりなくていいのかということに

はならないだろうという判断の中で今回措置をさせていただきましたので、ご理解をい

ただきたいというふうに思います。

●委員長（音喜多委員） 11番。

●大野委員 そうしたら、対象の枠を全地域に広げるということでよろしいんですか。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 一部学校で、生徒の人数、あるいは運行する時間帯等の問題が

ありまして、検討中のところが一部ありますけれども、それ以外はすべての地域で行い

たいというふうに思ってます。

●委員長（音喜多委員） 11番。

●大野委員 これ、いつから一応、供用開始というか、めどはいつごろからなのでしょう

か。
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●委員長（音喜多委員） 管理課長。

●教委管理課長（須佐課長） 今、準備しているところは、新学期からすぐ対応させても

らいたいと。ただ、一部、これから調整しなければならない部分もあるものですから、

、 、 、そこはもう少し時間がかかるんですけれども 具体的に言いますと 太田小中学校の分

厚岸小学校、中学校の分、これらについては新年度からスタートさせたいというふうに

考えております。

（ よろしいです」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ほかは。

進みます。

２項小学校費、１目学校運営費。

13番。

●室﨑委員 ここでお聞きするんですが、まず一つは、ネット、携帯、一緒のようなもの

でしょうけども、それのいろいろな問題点ですよね。２月の初めの新聞で、翔洋高校の

関係者たちが皆集まっての研修会があったというような話もあります。

それで、これは前から私何回かお聞きしているところですが、もちろん、非常に深刻

な問題をはらんでいるということの認識のもとに、いろいろと手を打ってらっしゃると

思うんですが、この一年間、どういうことをやってきて、どういう効果を上げたのか。

そして、これからはどういうことを行いたいのか、お聞かせをいただきたいわけであり

ます。

●委員長（音喜多委員） 指導室長。

●指導室長（辻川室長） ただいまのご質問でございますが、まず、今、質問の中にもあ

、 、 。りましたが ２月５日に翔洋高校のほうで大人を対象にした講演会 実施しております

これは、厚岸町生徒指導連絡協議会というところで主催しまして、個々連携した中で取

り組んで開催したものでございます。

それから、同じく生徒指導連絡協議会の中で、今年度、市内の小中高校生を対象に、

携帯電話利用の実態調査というものも行っております。それが11月の終わりですか、求

められたものも出てきております。

私のほうでも昨年の２月に同様の調査も小中学校でしたんですけれども、所有率等に

ついては横ばい傾向であると。それから、その中で、ネット上でのトラブルに巻き込ま

れましたかというような数字なんですけれども、これにつきましては、ちょっとトラブ

ルの内容等までは詳しくはつかめてないんですけれども、小学校はゼロ％です。中学校

については19％。それから、高校については16％というような数値が出てます。これに

ついては、トラブルといってもいろいろあるんですけれども、例えば、多くは架空請求

というんでしょうか、そういうメールが送られてきてというようなことが多くあったも
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のでありますけれども、これにかかわってのトラブルというものについては、それほど

大きなトラブルにはなっていないという状況でございます。

それから、同じく道教委のほうで、21年度、サイバーパトロールという事業を立ち上

げまして、これは道内すべての学校の、学校裏サイト等もあるんですけども、そういう

もので学校名が載せられているようなものについて巡回パトロールをしてございます。

その中で、例えば厚岸町の学校の名前が引っかかった場合には、毎月、月例の報告とい

うことで、各教育委員会のほうにも来まして、もちろん厚岸町教育委員会のほうにもそ

の情報が上がっていくことになっております。

その中では、21年度につきましては、３回ほど情報として教育委員会のほうにも来ま

したが、これについてはトラブルということではなくて、個人情報の流出の危険性が考

えられるということで 数件報告が上がりまして 学校のほうに連絡して対応してもらっ、 、

ているという状況でございます。

それから、各学校には学校ごとの携帯教室等も実施しておりますけれども、学校は年

１回程度ずつ実施しております。ただ、１回そういう教室を開催しただけで大丈夫かと

いうことですけど、それは大丈夫でないというふうに考えております。継続的に通知等

も発出しまして、例えば学期の区切りだとか、そういうときには必ず指導していただく

というような方法をとってございます。

それから、次年度、まだ予定なんですが、これも道教委のほうの委託を受けて、厚岸

町内のサイバーパトロールといいましょうか、それもこれからちょっと、継続して行っ

ていきたいというふうに考えて、まだこれは決定でありませんけども、そういう方向で

は考えているという状況でございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 携帯やネットによるいろいろな問題というのは多岐にわたるんですよね。一

つは、子供が事件や犯罪やいろいろなものに巻き込まれる。ここの部分は完全に被害者

としての部分ですよね。それから、先ほども出てましたが、学校裏サイトとか何とかい

ろんな、そういう、何か、こういうのを全部含めて情報モラル教育というような言い方

でくくっている方もいらっしゃるようですが、これは、例えばネットを使ってのネット

いじめだとか、これはもう、国内だけじゃなく外国でも同じような状況が起きて、自殺

者が結構出てる、そういう状況もあるようです。厚岸でそういうものがあったという話

。 、を聞かないだけ幸運だと思わなければならないような状況はあるようです これは都会

田舎、全く関係ありません。

その２方面から考えなければならないんですが、まず、フィルタリングというものが

ありますね。いわば情報の浄水場みたいなもんだと思うんですけど。それで、そこを通

すことでもって有害サイトへの接触をさせないようにすると。これは、親御さんの理解

と協力がない限り、ほとんど学校だけがひとり旗を振ってもどうにもならない問題だと

思うんですが、そういう点ではまず、どのようなことを行っていらっしゃるし、またこ

れから行っていくのか。
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●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） フィルタリングの件につきましては、携帯電話の場合は未成年

者だと思うんですが、法制化されてます。ですから、ホワイトフィルタリング、ブラッ

クフィルタリングという２種類があるというふうに認識しているんですけども、いわゆ

るブラックというのは、特定の箇所以外は全然行けないという部分と、もう一つは、そ

ういうふうな用語が引っかかった場合については入れないというふうな二つがある。い

ずれにしても、何らかの形でフィルタリングをかけないのは、基本的には購入できない

んです。

ところが、保護者が、まず一つは、児童生徒の名前じゃなしに購入した場合について

は、これは適用されないということなんですよ。携帯電話というのは、別に持っている

人の名義で買わなければならないという物じゃないものですから、お子さんから例えば

お母さんの名義で買ってほしいと言われるようなときに、それはできないというふうな

ことをきちっと言ってもらわないと、この法律自体が全然効力を発しないということな

ものですから、これにつきましては、ぜひ、こういうふうな、教室もそうなんですけど

も、親御さんに対して、ぜひ、これは法律で決められていることですし、自分のお子さ

んを守ることだから、きちっとした形でフィルタリングをかけた機種を買ってほしいと

いうふうな指導をしてまいりたいというふうに、この点については思っております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 そういうことがきちっと保護者に伝わり、理解されるようなことをきちんと

やっていただきたいわけです。ここでのやりとりでは非常にいい話が出るんだけども、

それがどこまで伝わってるのかなということなんですよ。

それから、先に進みますが、トラブルが何らかの形で発生したとき、すぐに相談でき

る第三者機関、窓口、それをつくっておくことが大事だし、それを被害に遭った子供本

人もわかってなければならないというような指摘もあるようですが、そういう部分はど

うなってますか。

●委員長（音喜多委員） 指導室長。

●指導室長（辻川室長） 今現在は、相談窓口としましては、育成センター及び指導室の

ほうで受けるような形になっております。受けた部分につきましては、警察等と連絡を

とりながら、対応策について検討していくような形になっておりますが、今現在、そう

いう相談については入っていないということです。

その部分の相談につきましては、各学校を通しまして各家庭のほうに、これは厚岸町

のみでなくて釧路管内すべてなんですけども、相談マップというのがありまして、そう

いうのを配布して連絡しているという状況でございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。
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●室﨑委員 いじめだとかいろいろな問題があって、追い込まれている子供が親にも相談

できないというような事例が随分あるようです。そういう場合には24時間対応でそうい

う窓口があいているということですね。

●委員長（音喜多委員） 指導室長。

●指導室長（辻川室長） お答えします。

今現在は24時間体制というふうにはなってございません。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 そういうところをきちんとつくっていくことが非常に大事だと思いますよ。

。 、 、今ないからこれからもないとは言えない種類の問題ですから ないということは いや

ありがたかったな、幸せだなと思わなければならないような状況ですのでね。それはお

願いします。

それから 実はこの前ちょっと詳しい人に 私のコンピューターをいじりながら教わっ、 、

たんですが、厚岸町で、随分前になると思いますが、手づくりで一番最初にホームペー

ジをつくりましたよね。そして、それから今度、いわゆる市販のというか、業者が入っ

たようなのができて今、次の世代の、新世代の今になってますよね。もう10年以上前に

なりますか、当時の総務課の方たちが一生懸命つくったんだろうと思います。そのホー

ムページを今見れるんですよね、ネット上で。

何を言いたいかというと、一遍ネット上に流したものというのは、世界中でだれかが

保管してるんですよ、その情報は。絶対に消えないんです。それを引っ張り出す技術さ

えあるというと、10年前でも、20年前にネット使えたかどうかわからないんだけど、ぽ

んとそこんところに何かを載せますと、どっかにはそれが保存されているというのがイ

ンターネットというものの特徴です。だから情報を今、最も、半永久的にというか、未

来永劫と言ってもいいと思うけども、保存したければ、ネットに流しておけばいいんで

す。今、そういう時代なんですよ。それを私も目の当たりに見せられました。

こういうような話をどんどん、これはもう本当の、ヨシの髄から天井を覗いたような

知識ですけども、こういう恐ろしさがあるということを、やはり子供たちにも親御さん

にもきちっと教えておいてもらいたい。

この前の新聞でちょっと出てたのは、ドイツかどっかでの話ですけども、これはもち

ろん小学生、中学生ではないんだけども、女の子が人に見せられないような自分の写真

、 。 。を恋人にやっておいたら 何か間がおかしくなった それがネットにぽんと載せられた

それが原因でもって自殺したということでもって、ドイツで今非常に社会問題になって

いるというような話もありました これだって恐らく これから何十年たったって どっ。 、 、

かでは保存されていることになるでしょう。消すことは不可能なんですね。そういうも

のなんだよということをやはりきちっと教えていただきたい。そして、こういうものに

巻き込まれたり、あるいは加害者になったり、被害者になったりするようなことがない
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ように、充分に周知徹底を図っていただきたい。

それと同時に、これは我が身を省みて言ってるんですが、ある年代の若い人たちより

も私のほうが、はるかに携帯電話についてもコンピューターについても使い方は疎いで

す。基本的にやはり、子供たちのほうが先生よりも、それから、もちろん親御さんより

も詳しいという現象が出てきているわけですよ。ですから、そこのところをどのように

補って、うまくないものだけはきちんと抑えていくかということで、コンピューター全

般の話を永遠と講義しても、聞いているほうは何が何だかわかんないということになる

かと思いますので、そういう点をきちんとお願いしたいと、そのように思いますが、い

かがでしょう。

●委員長（音喜多委員） 指導室長。

●指導室長（辻川室長） ただいまのご質問でございますけども、携帯電話、あるいはコ

ンピューターも含めて、大変便利なものでございます。うまく使うことによれば、非常

に力にもなってくれるんですけども、それと反面、議員おっしゃられるように、非常に

危険な部分もたくさん秘めているということであります。

それで、平成21年度もいろいろ取り組みした中でありますけれども、児童生徒のほう

には、時期を見ながら何回か指導している部分はあるんですけれども、なかなか保護者

のほうに浸透していかないという現状もございます。次年度につきましては、保護者等

にも行き渡るような工夫をしながら、引き続き生徒指導連絡協議会とも連携しながら、

その辺の工夫を図っていきたいなというふうに考えております。

それから、先ほども申しましたが、一度指導すれば大丈夫という問題ではありません

ので、これにつきましても、何度も繰り返しながら指導していきたいなというふうに考

えています。

もう一つは、大変、我々の想像の上をいく形で、新しい形でのそういう、ネット上で

の問題というのが突然出てくる状況もありますので、その辺も、情報を先取りするよう

な形で対応できるような体制にしていきたいというふうに考えておりますので、ご理解

いただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 よろしくお願いします。

それで 次に移りますが 去年の本当の暮れの新聞記事で見たんですが 北海道がフッ、 、 、

化うがいを全道で行うと。フッ化物のうがいですね。フッ素洗口とかというんですか、

これを全道で行うと。４月以降、モデル校の指定も行うというような動きがあるようで

すが、厚岸町はこれについてどのようなお考えをお持ちでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） これにつきましては、国のほうがある意味での安全宣言を出し
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たというのを受けて、道教委が指定校を定めて浸透を図りたいというふうな動きだとい

うふうに考えております。

ただ、私自身、いろいろなものでフッ素洗口について調べさせていただいてるんです

けれども、依然として、その効果について疑義を感じている学者さんもいらっしゃいま

すし、このことについて私自身は、もちろん歯医者さんの指導のもとにフッ素洗口を、

親御さんの意思として行うということについては何ら疑義を挟むものではないんですけ

ども、あえて、これをなぜ学校でやらなければならないんだという部分については、ま

だ疑問を持っているというところでありまして、このことについて、厚岸町として手を

上げる意思はございません。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 教育長さん、問題点をよくご存じだと思いますので、くどくは申しません。

がんやダウン症の原因になるという指摘をしている学者もいます。これは日本に限りま

せん。それから、ＷＨＯでは６歳未満の子供については洗口をさせるなという勧告を出

しています。あと、化学物質過敏症を考えますと、薄いからいいとは言えないんですよ

ね。いろんな問題があります。

それともう一つ、私がちょっと引っかかるのは、何か政党間の政争の具に使われてい

るような雰囲気が出てきているらしいんですよ、これも詳しくわかりませんけど。だか

ら、賛成するのはこういう人たちで、反対するのはこういう人たちという科学論争でな

くなってきている部分があるらしい。

それで、今のお話を聞いてほっといたしましたが、慎重にお願いをしたいと、そのよ

うに思います。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 委員おっしゃるとおり、僕は情報を見るだけなんですけども、

、その中でも随分いろんな形で意見が分かれてるんだなというふうに認識しておりまして

このことについては、先ほど申したとおり、慎重に対応してまいりたいというふうに思

います。

（ 結構です」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 消耗品費でお伺いしたいんですが、今年度も父母負担軽減費は昨年と同額な

んでしょうか。小中学校で幾らずつなのか、教えていただきたいと。

それで、現在、父母負担、例えばＰＴＡ会費だとかいろんなものを集めていると思う

んですけれど、これ、各学校ごとに、現在までに調査はしているんでしょうか、いない

んでしょうか、それを教えていただきたいと。
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それから、現在、厚岸町には長期の不登校だとか、あるいは保健室登校だとか、それ

、 、に類するような 学級に足を運ぶことができないような子供たちがいるのかどうなのか

その辺はどうなんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 管理課長。

●教委管理課長（須佐課長） 22年度の小学校費における父母負担軽減の関係ですが、前

年度と同様、１人当たり3,000円の金額で計上させていただいております。

（ 中学校は」の声あり）「

●教委管理課長（須佐課長） 中学校は6,000円になっております。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 各学校で集めている経費の調査ということですけども、父母負

担軽減費に伴って、それぞれの学校、学年で父母に負担していただいている教材等があ

るかという調査はさせていただいておりますけども、ＰＴＡ会費等とそれ以外のものに

ついては調査しておりません。そういう実態です。

●委員長（音喜多委員） 指導室長。

●指導室長（辻川室長） 不登校の状況についてでございますけれども、平成21年度につ

きましては、不登校状況にあるというふうに思われる子供１名、それから中学校は１名

という状況でございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 今、教育長のほうから説明されたんですけれど、申しわけないんですけど、

６月議会まででよろしいので、21年度の父母の負担されている、できましたらＰＴＡ会

、 、 、 、 、費 それから修学旅行費 その他の見学旅行がもしあれば それも含めて 学校ごとに

１人どのくらい負担されているのかの一覧で示していただきたいというふうにお願いで

きるでしょうか。

それから、現在、これは全く登校されていない子がそれぞれ１名ずついるということ

なんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 指導室長。

●指導室長（辻川室長） そのとおりでございます。

それぞれ学校のほうで、保護者を通じて子供の状況等の把握はしてございますけれど
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も、登校する、しないにつきましては、本人の状況もありますので、無理に登校刺激を

与えないというふうな形でありますけれども、そういう形に、この２名につきましては

学校に行けてないという状況が続いている状況でございます。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 委員おっしゃいます資料につきましては、６月議会までに用意

をさせていただきます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 この不登校については、これは学校任せなんでしょうか、それとも、例えば

学校は日々の、日常的な業務がありますよね、先生方。そういう中で、こういう子供さ

んにかかわるための対策は、やっぱり教育委員会としても何らかの、専門家含めて、手

だてが必要ではないのかなというふうに思うんですけど、そういう体制というのはどう

なっているんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 指導室長。

●指導室長（辻川室長） 個人情報を含みますので詳しい話はできませんけれども、１名

につきましては、保護者と、それから学校と、それから教育委員会も入りまして、新年

度、どういう体制でいくかということでは相談をしまして、通常学級での登校というの

は難しいだろうということで、別の対応等をとるような形で進めてございます。もう１

名につきましては、なかなか面談できないという状況もあります。保護者を通して子供

の状況を把握しているところでございますけれども、そのことについては学校と指導室

のほうで毎月情報交流しまして、今こういう状況だということで情報をいただいており

ますので、なかなか、子供本人の状況もあって、いつ動けばいいかというふうな状況判

断もあるんですけれども、子供の状況を見ながら対応等を随時協議しているという状況

でございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 痛ましい事故が以前として、全国的に見ていくと後を絶ちませんよね。そう

いう中で、例えばいじめだとかそういうものがないというふうに学校は押さえているに

もかかわらず、実際、後には事件、事故につながっていくということが後を絶たないわ

けですけれど、これらについて、厚岸町での対策というか、どういうことを今やってい

るのか、お伺いをしたいというふうに思います。

●委員長（音喜多委員） 指導室長。
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●指導室長（辻川室長） 一つには、毎月各学校のほうから子供の出欠状況、それから、

出席できていない子供については、その状況等を詳しく記入したものを指導室のほうで

集約しているという形でございます。

それで、先ほど１人の子供についてはお話ししたんですけれども、もう１人の子供に

つきましても、他機関との連携の中で、子供の様子、状況等を見ていただいているとい

うことで、学校と、それから教育委員会と、それから他機関との連携の中で子供の状況

把握に努めているという状況でございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 結果的に、今の不登校されている子供については大体わかるんですけど、問

題は今度、今、元気に登校されているなというふうに思っていても、その中に今度、問

題が内在しているというようなことをやっぱり起こしてはならないと思うんですよね。

そういうことをやるため、きちんと、日々の子供の動き方だとか、それから、たまに学

校を休むだとか 遅刻をしてくるだとか そういう問題が出てくることに対しての やっ、 、 、

、ぱりきちんとした調査等を行っていかなければならないというふうに思うんですけれど

。そういうことに対しては今はどうなっているかということをお伺いしたかったんですが

●委員長（音喜多委員） 指導室長。

●指導室長（辻川室長） 大変、説明等を詳しくしなくて申しわけありません。先ほどの

毎月各学校から上げていただいている中に、手続上では７日以上連続して休んだ子供に

ついては、その中に記入していただくと。欠席の理由についても、病気であるのか、あ

るいは病気以外の原因なのかということも、担任のほうから、わかっている範囲で埋め

ていただくという形で、病気等で７日以上休むということが多いのですけれども、その

中で、例えば自己欠といいまして病気以外の欠席で継続して休んでいる子なんかが出て

きたときには、その原因把握等に努めながら、早期解決ということで、学校と連携をと

りながら、子供の状況を把握しながら、適切な指導ができるように、学校と協力しなが

ら進めている状況でございます。

それともう一つは、これは平成20年度からなんですけれども、町内のいじめ実態調査

ということで、これは３年生以上なんですけれども対象にして、毎年12月に調査をして

おります。その中では４月にさかのぼって、これまでの中でいじめに遭っていませんか

というようなことの、子供たちを対象にした実態調査をしながら、なかなか表に出てき

にくいいじめというのもありますので、そういう方面からも聞き取りながら状況把握に

努めているところでございます。

●委員長（音喜多委員） ほか。

進みます。

２目学校管理費。

２番。
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●堀委員 学校普通情報通信教育ということで、委員長、済みません、資料のほうも小学

校と中学校というふうになっていますので、中学校費のほうにもちょっと同じ費目であ

るんですけれども、ご容赦してもらいたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。

●委員長（音喜多委員） はい。

●堀委員 それで、資料、平成21年度のコンピューターを活用した授業時数調べというこ

とで出してもらったんですけれども、まず、この表の見方としては、小学校１年生から

６年生まで、１年生、２年生のときは余りコンピューターの授業というのはないのかな

と思うんですけれども、６学年で、例えば出ている総時数を割ればいいのか、中学校は

三つで割ればいいのかというものを確認したいと思うんですけれども、その上で、１点

目として聞くんですけれども、非常に学校間でばらつきが、見てありますよね。あとは

同じ学校でも教科間でもばらつきはあるんですけれども、まず疑問に思うのは、学校コ

ンピューターの数、生徒数に対しての数というものの充足というものがなされているの

かどうなのかということもお願いいたします。

●委員長（音喜多委員） 指導室長。

●指導室長（辻川室長） まず提出しました資料についてご説明させていただきます。

まず、ここに載せてある数は、小学生は１年生から６年生までの合計、中学校につき

ましては１年生から３年生までの合計ということで載せてあります。

ただ、先ほど質問の中にもありましたが、小学校の１、２年生につきましては、余り

コンピューターに触れることはありません。小学生でいいますと、総合的な学習が始ま

る３年生以上からパソコンに触れる場面が少しずつ多くなっていくかなということで、

多くは５、６年生の時数というふうな形になるかというふうに考えております。

それから、中学校つきましては、必ずパソコンにさわらなければならないという教科

は、技術・家庭です。この中で、技術科については情報教育の関係で、指導要領の中に

も位置づけされまして、必ずパソコンの操作等についての学習をしなければならないと

いうことで位置づけられております。ただ、その時数につきましては、各学校による重

点化によって、時数というのは何時間というふうな決まりはございませんけれども、触

れなければならないということでございます。

ちなみに、中学校の中で今年度、高知と片無去についてはゼロというふうになってお

りますけれども、これは、中学校３カ年のいずれかの中で、技術・家庭の中でパソコン

の操作等に触れるということで、今年度については高知と片無去はその指導計画がない

ということでございます。

ちなみに、高知中学校につきましては、次年度８時間程度を予定しています。片無去

中学校につきましては昨年度86時間実習したということで、これについてはそういう指

導計画の関係で上下したということでございます。

それから、小学校につきましては、どの教科でどのパソコンを使うというようなこと
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ではなく、これは、多くは総合的な学習の時間を中心に触れる場面が多いと思うんです

が、そのほかにも、あとはその学校、あるいは担任の先生の考え方にもよるんですが、

社会科の調べ学習で使ったりだとか、理科でちょっと活用するというようなことも入っ

、 。てきますので そんな関係で学校間のばらつきがあるというふうに理解してございます

以上でございます。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

（ ） 、 、●教育長 富澤教育長 学校コンピューターの充足数というご質問ですけれども まず

教育用コンピューター、小学校につきましては166台ありまして、そのうち生徒用パソコ

ンが、これはパソコン実習室です、98台、教室用パソコンが49台。ですから、生徒用と

しては147台あります。これを町内の小学校の人数で割りますと、3.6人に１台という数

になります。

あと、中学校は同様に、パソコン実習室用が102台、教室用が22台、合わせて124台。

これは町内の中学生数327人で割りますと、2.2人に１台ということで、文科省が勧めて

いる教育用人数は、児童生徒3.6人に１台という目標ですので、達成しているというふう

な状況にあります。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 それで、余りにも全然ない学校というものがありますよね。じゃあ、確か学校

のコンピューターについては、平成20年ですよね、自己資金での整備というものがされ

たというふうに私記憶していたんですけれども、そのときの質疑の中で、それじゃあコ

、 、 、ンピューターは 一度買ってしまえば終わりなのかといったときに ５年なり６年なり

機種が古くなったときにはまた当然、更新というものも考えていくんだというようなこ

とでの答弁があったというふうに記憶しているんですけれども、余りにも時数が少ない

んじゃないかというのがまず、この表を見て思うんですよね。小学校は６で割りますか

ら、なおかつ大体約、一年間での週数といったら40週ぐらいが学校に行く週だとしたら

ば、なおかつやるというのは本当、週に１回もさらわず、月に１回もさわらない教科、

まるっきりさわらない教科というのがあるくらいで、具体的に言っちゃうと、ある学校

についてはそのような感じでは、週に１回なり２週間に１回ぐらいはさわるとかといっ

たことで、ばらつきが余りにもあり過ぎるんじゃないのかなと。

確かに、先ほど来から言ってますけれども、学校間でいろんな特色のある授業という

のはわかるんですけれども、少なくてもこういうことで、せいぜい年次的にも更新をし

ていくような事業というものの中では、より内容を、どんどん高めていくというふうに

。 、していかなければならないと思うんですよね 授業のソフトをもっと充実していくとか

そこら辺が、小学校の23年の学習指導要領の改正、中学校24年ですか、というものに合

わせてやっていくということであればいいんですけれども、どうも今のままでは余りに

も ただあるだけで 本当に子供だったら何か総合の時間だけで ちょいちょいとさわっ、 、 、

て、もう終わってしまうと。また５年ぐらいになったら何百万もかけて更新しなければ
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ならないというんであれば、投資に見合う成果というものが本当に見えてこないんで、

じゃあ、そのときになったら必要なのかというような議論にもなりかねないんで、やは

りここら辺の、コンピューターを使っての授業時間をふやすためのソフトなりの充実な

りというものをより一層図ってもらいたいですし、そして、やはり更新をしていく以上

はそういう、今のコンピューター授業よりも、目標値として何時間ふやす計画だという

ものをやはり示してもらいたいと思うんですけれども、どうでしょう。

●委員長（音喜多委員） 指導室長。

●指導室長（辻川室長） ただいまのご質問なんですが、先ほど説明の中にもありました

が、必ずパソコンに触れなければならないという授業については、中学校の技術・家庭

科なんです、学習指導要領の中で決められているのは。そのほかにつきましては、活用

の工夫をしてくださいということで、新しい学習指導の中では、各教科の中でもパソコ

ンの活用を図るようにというようなことでの記述はあります。ただ、そこでは何時間と

いう、そういうような規制は図ってございません。

これは、実態としてなんですが、パソコンを使うと非常に便利だというのはあるんで

すけれども、授業で子供たちがパソコンに触れるということになりますと、非常に、電

源を入れるところから切るところまで、１時間はかかるという実態もございます。今回

もいろいろと時数の問題が出てきていますけれども、パソコンを使って学習するという

部分で考えますと、本来３時間で終わるところがその倍ぐらい時間がかかってしまうと

いうようなことも実態としてはあります。ですから、パソコンを活用しての授業を増や

せばいいという単純な問題でもないということはちょっと事実としてあります。限られ

た時間の中でどう活用していくかという課題が残ってございます。その中で、特に社会

科だとか理科だとか、情報を収集しながらまとめていくというような学習については、

極力、身につけた操作方法を活用しながらパソコンを利用するというようなことでのね

らいで授業の中で活用するということは積極的に取り入れていかなければならないかな

というふうに考えておりますが、何時間ということでの明示はちょっと難しいかなとい

うふうに考えております。

それから、活用した場面で多くは、小学校も中学校も総合的な学習の時間が中心にな

ります。小学校については、主に５、６年生あたりがその時数の多くを占めているかと

いうふうに考えております。

それから、この表で、中学校のほうである１校が総合的な学習で突出した時数を使っ

ておりますけれども、これについては、パソコンを使ってそれぞれ自分の研究テーマを

まとめるというようなことで、かなり時数を割いているということで、総合的な学習の

時間のテーマだとか課題によっても使う頻度、時数が大きく違ってくるという実態にあ

るということでご理解いただければと思います。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 コンピューターを使った授業が不効率だというのであれば、それじゃあ、もう
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整備しないほうがいいんじゃないかという話になると思うんですよね。電源なんか、10

分休みですから、例えば休み時間ちょっと早くに行って押せば、２、３分で立ち上がる

ような世界であるのかな。私も中学校のコンピューター、行ったことがないんであれな

んですけれども、大体そのくらいなのかなと、家庭用のコンピューターを顧みると、大

体そのくらいかなと思うんですけれども、ですから、非効率だというんであれば、そん

な非効率なものを何でそうしたら、金かけて整備しなければならないんだということに

なるんですから、やはり、そうじゃないと思うんですよね。やはり、文科省でも3.6人に

１台という充足数を定めているわけですから、やはりそれは総合の時間だけ、それ以外

の教科の中においても、もっとやっていくと。

あと、進め方というのが、各学校の中でいろんな研究もされるし、あと教育関連のい

ろんな情報のやりとりとかで、うちのコンピューター授業はどうだよとかといったもの

の中で、いろんな研鑽がされていくと思うんですけれども、やはりそういうものをして

いった中で出していただかなければ、数字的にやはり上げていくような努力をしてもら

わなければ、やはり、文科省の言っている台数だけを整備すればいいんだということで

５年に１回なり たしか800万円ぐらい全体でかかってたのかなと思うんですけれども 20、 、

年度は500万ぐらいで済むということですけれども、そのくらいのやつを５年ごとに投資

していくわけですから、その投資に見合う成果というのをやっぱり出していくようにし

なければならないと思うんですよ。無駄だというふうには、時間の無駄になるなんてい

うふうには決して言われては、20年の時の未整備というものが、じゃあ、私方、無駄な

ものに対して予算の可決をしたのかというふうになってしまいますので やはりそうじゃ、

なくて、そうならないためにも、今もまだ足りないんであれば、もっと充足するという

ことでやっていってもらいたいですし、一般に、各教科の、コンピューターを使ったソ

フト関係という整備というものの中では、各教科、そういうソフトとかというものはそ

ろっているんでしょうか、それとも、全然そういうのはなくて、ただインターネットと

かで調べるのが、総合とかだとそうだと思うんですけれども、主であって、例えばそう

いう、数学とかにしてもそうですけれども、専用のソフトというものがあったら授業に

使うとかというようなソフトというものは、今現在は厚岸町のほうには、各学校のほう

に配置なりというのはされている状況なんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 指導室長。

●指導室長（辻川室長） ただいまのご質問ですが、先ほどの答弁の中でお話ししたこと

、 。 、 、ですが 非効率的な部分は確かにあります ただ それが無駄だということではなくて

、特に小学校なんかでは情報機器に親しむということが一番の目的になっておりますので

まずは操作の方法をしっかり身につけるということが中心になります。あわせて、情報

モラル教育という言い方をしていますけれども、パソコンを使うことの便利さとあわせ

て危険性もあるということについても、あわせて学習することになっております。

各教科で活用するというときに、小学校なんかは検索をすることが調べ学習の一番大

きな使用方法になっているかと思いますけれども、そのほかに、教科のソフト等につい

ても随時補充しながら、それなりに活用できるような体制は整えてきている状況でござ
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います。

それから、もちろんパソコンを使って効率的に学習を進めるということは、一つの授

業の方法として大変重要なことでありますけれども、パソコンを使ってたくさん時数を

ふやすという方向で考えているわけではなくて、効率的に、子供たちがパソコンに慣れ

親しむということの時数によるとしますということであります。そういった無駄な時間

という理解はしてございませんので、ご理解いただければと思います。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 今の室長の考え方でしたら、学校にパソコンを置くのは慣れ親しむだけなんだ

というふうに聞こえてしまうんですよね。やはり授業で使うというものが出てこなけれ

ばいけないですし、慣れ親しむだけであれば別に家庭でも、最近だと２軒に１軒ぐらい

、の割合でパソコンの普及が図られているとかと出ていたのかなとは思うんですけれども

そういうような状況でしたら家庭でも慣れ親しむことはできるわけで、別に学校になけ

ればならないという話にもなってこなくなるんですよね。やはり、私は必要だと思いま

すし、ですから、例えば各教科の中では１週間に１回ぐらいはパソコンの授業というも

のをやっていくような体制というものがなければならないのかなと。例えばゼロのとこ

ろは週に１時間が６として、６時間の40週ですから240時間とかというのが今度から出て

くるというぐらいがやはり、私的にはそうやって年次で整備していくものを利活用して

いく中では、そのくらいはやっぱり必要なものじゃないのかなと。そのためのソフトが

足りないんであれば、もっとソフトというものも必要ですし、あと、教える側の先生方

ですね。

ですから、先生方がそういう利活用というものをもっと研さんしてもらって、若干指

導機関とかが今はあるかもしれませんけれども、それを効率的な授業的にやっていける

としたらば、当然、先生方にしてみても、一々プリントをつくらなくてもいいとか、問

題なり、そういうものの、画面で書かせるとかといった中では効率的な面というものを

、 、 、逆に言っちゃうと考えれば そういうものも上げれるわけですし 例えば宿題にしても

じゃあ、各家庭に１台ずつパソコンでもあるような時代にでもなったらば、それこそプ

リントアウトしなくても、各家庭のほうにコンピューターで流したやつが、そういった

ことも実際にできるんじゃないのかなと。そこら辺の技術の中では、先生方にしてもや

、 。 、はり そういう研究やものというのが必要だと思うんですよね もっとやってほしいと

やるべきだというふうに思うんですけれど どうも室長の考え方だと いや コンピュー、 、 、

ターはさわればいいだけだというようにしか感じられないものですから、であれば、逆

に言っちゃうと、８年後なりに最新機器のほうに更新する必要だってなくなるわけです

し、あえて８年とは言いませんけれども、20年のときには５年後とかというふうに言っ

、 、 、てたんで ５年後とかで更新する必要もない 古い機械でもなれ親しむぐらいであれば

今の機能の中で充分じゃないのかなというふうに、議論にもなりかねないんで、その点

について、もう一度お答えいただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 教育長。
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（ ） 、 、●教育長 富澤教育長 まず どのように授業に取り込むかという問題につきましては

委員さんおっしゃるとおり、先生たちがどれだけコンピューターの授業を勉強するか、

それは町内の町立研究所での研究もありますし、管内としても情報化教育としての授業

公開等もございますので、そういうものを参考にしながら、効率的な、あるいは有効な

コンピューターの利用をしていくべきだというふうに考えております。

ただ、思うに、何でもかんでもコンピューターがいいかというと、僕らもそうですけ

ども 漢字が読めるけれども書けないというふうなのがだんだんやっぱりコンピューター、

のせいで多くなってきているという意味では、特に書く授業も当然、これからも必要で

すし、物を書くことはきちんと書くことを覚える、コンピューターはコンピューターと

して、利点を生かした授業を構築していくというふうな、やはり、一辺倒ということで

はなくて、両方成立した中での教育が大切だろうというふうに思います。その中でも、

やはり社会ですとか、理科ですとか、技術・家庭あたりでは、もっと先進的な活用され

ている授業は、いろんなもので私どもも研究発表を見ますので、そういうものについて

は町内の先生たちにもぜひ研修を重ねていただいて、いい活用をしていただきたいとい

うふうに思いますし、よく昔ありました最新機器を入れてもさっぱり使わないでそのま

、 、ま古くなっていったという時代がありましたけれども 今はコンピューターというのは

そういうふうな種類のものではなくて、委員おっしゃるとおり家庭にもあるし職場にも

ある、それは学校にもあって、小さいときから、先ほどのご意見もあったとおり、情報

モラルというものが、これから子供たちが大きく成長していく上で一番大切なものの一

つだというふうに思いますので、そのことを含めて、コンピューターの利活用、これか

らも促進させていきたいというふうに思います。

●委員長（音喜多委員） いいですか。

ほか。

10番。

●谷口委員 提案理由の説明であったのか、ちょっと聞き漏らしたので教えていただきた

いんですが、前年度まで理科教育等職員整備費用というのがあって、こっち、この学校

備品教材等整備のほうに統合されているんだと思いますけれど この理由についてちょっ、

と説明してください。学校備品教材等整備、297ページになるんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 管理課長。

●教委管理課長（須佐課長） 委員おっしゃられるとおり、今までは理科教材備品購入と

いうことで、授業だけをしておりましたが、今年度から小学校費のほうも中学校費のほ

うも、それぞれ学校備品教材等整備という事業１本にしまして、予算計上させていただ

いたところでございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。
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●谷口委員 入りのほうを見ると、中学校では理科教材というのがあるんですよね。小学

校はなくなったんでしょう。たしかそうなんですけれども、違いますか。

●委員長（音喜多委員） 管理課長。

●教委管理課長（須佐課長） 予算書41ページになりますが、小学校費補助金の中で、下

から２番目に理科教材等設備整備事業補助金で25万円と、中学校費も同じく真ん中の行

にありますので、ここは同じなんですけれども、小学校と中学校分かれておりますが、

そういうことで、歳出のほうでの学校備品教材等整備ということで。今までのと同じで

す。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 それで、一括計上したそもそもの理由は何なんですか。今まで分けていた理

由と、今度一括にした理由は、どういうことで学校備品教材等整備のほうに理科教材を

一括計上しなければならなかったんですか。今まで分けてきた理由と、今度こういうふ

うに一括計上にした理由、その意味、ちょっと教えていただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午後２時25分休憩

午後２時26分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

管理課長。

●教委管理課長（須佐課長） 時間とってしまって大変申しわけございません。

今までの理科教材等の購入については、投資的経費の事業として３カ年の事業の中に

も載っておりましたが、内容としては備品購入ということで、しかも投資的経費という

臨時的な経費ではなくて、経常的に行われていく事業だということの押さえから、今年

度からは投資的経費という事業立てをするのではなくて、学校備品教材等整備の中に含

めまして、理科教材等の整備もこちらのほうに一括して計上させていただいたというこ

とで、臨時的経費からは取り除いたという内容でありますので、ご理解願いたいと思い

ます。

●委員長（音喜多委員） いいですか。

（ はい」の声あり）「
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●委員長（音喜多委員） ほかは。

進みます。

３目教育振興費。

３項中学校費、１目学校運営費。

２目学校管理費。

10番。

●谷口委員 管理費の一番最後に真龍中学校移転改修事業600万円、委託料が増えているん

ですが、潮見への移転、正式にのせましたよね、どこかに、行政報告書にね。これは、

どこで決まってこういうふうになったんですか。教育委員会で決まったんですか、厚岸

町内で決まったんですか、それとも、また別なところで決まったんですか。そして、関

係する厚生文教常任委員会などに、こういうことを進めたいというようなことが、今ま

で、何か提案されたり意見を聞くというようなことは、議会の機関も含めてなんですけ

ど、何らかの報告、説明はあったんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 管理課長。

（ ） 、 、●教委管理課長 須佐課長 真龍中学校の移転の関係 潮見高校の利用の関係について

平成20年12月、第４回定例会におきまして一般質問がございました。その質問は、その

後の潮見高校校舎の利用について、どのように考えているかとのお尋ねでありまして、

真龍中学校の現状把握はどうなっているのかというご質問に対しまして、教育長のほう

から答弁させていただきましたのは、20年12月段階で、前年の19年に北海道教育委員会

のほうから潮見高校の閉校後の施設利用意向調査があったと。それについて、教育委員

会としては、町の教育施設として利用したいという旨の回答をしたということをお答え

しておりまして、この12月の答弁の中でさらに、20年の８月でありますが、担当者が潮

見高校に伺って、校舎を拝見させていただく機会を得たと。担当者からは、まだ新しい

高校の校舎なものだから、施設も行き届いており、若干の改修を必要とするところもあ

、 、 、るが 充分教育施設として利用できるとの報告を受けておりますという答えと 同時に

今後、道教育委員会と協議を重ねることにより、希望がかなえられるよう努力してまい

りたいということでご答弁させていただいております このことから この段階で 翌々。 、 、

日の新聞報道でも潮見高校の利用は次の真龍中学校の移転ということで報道されたとい

うことを覚えております。

そんなようなことで、本会議の中でこういうご答弁をさせていただいております。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 今、委員ご指摘のとおり、いろいろな形で議会には正式にご相

、 、談を申し上げていないということでございますけれども 実はこのことにつきましては

まだ道教委のほうも、現段階では、このときもお話しさせていただきましたが、事務レ
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ベルの段階で了解をしましたということで、実際になくなる年度、学校を閉校する年度

において協議を行って契約等を交わしていきたいというふうなことなものですから、正

式に道教委のほうとの契約がなされていないという段階で、私どもも厚文、あるいは議

員協議会等に正式に諮っていないということについては大変申しわけなく考えておりま

す。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 一応、教育行政執行方針に、移転についても明記しているわけでしょう。そ

、 。 、 、して 補正予算もここに計上されているんですよ ですから 何か新聞報道がもう正式

どっかの記者が書いたら、もう決まったような、今、課長の答弁ですけど、具体的に、

今回こういう予算を計上したり、あるいは教育行政執行方針を表明するには、教育長が

独断でやっているものなんですか。

例えば、厚岸町に教育委員会ありますよね。教育委員会に、これについてきちんと議

題にして、いつ、どういう議論をして、そういう方向だったらいいんではないのかとい

うことで、これが決まったり、予算が計上されていったりするもんでないですか。それ

でなければ、厚岸町の教育委員会の委員の皆さんは、ただ後からいろいろ決まったこと

を、これでいいでしょうかと言われたら、はい、はい、と言うのが教育委員の仕事では

ないというふうに私は思うんですよ。やっぱり政策立案からきちんとしていくのが順序

。 、 、 、 、立ったものではないのかと そして それに基づいて 議会等にもやっぱり その都度

報告があってしかるべきではないのかと。今回、いろんなものを見ていると、教育委員

会は特にそういうものがあちこちに見られるんですが、そういう点でもう少し具体的に

説明していただかなければ、これについては私は納得できる問題ではないんではないの

かなと、多くの議員さんはどういうふうに思うかわかりませんけれど。非常に軽率とい

うか、私たち町民含めて、軽んじられているんではないのかなというふうに強く思うん

ですが、いかがでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 教育委員会につきましては、この議案について、３カ年計画の

前の教育委員会議に、こういうふうな計画がありますのでということでもちろん諮らせ

ていただいておりますし、事前には教育委員さんたちの中で、真龍中学校の移転に対し

て道教委に対して打診をして、このような形での内諾はいただいているんですけども、

正式には平成22年度に実施される協議において行われるということでお話をしてきてい

る状況であります。

なお、町長部局とも３カ年の協議の中で協議をさせていただいて、今回決定させてい

ただいたという内容でございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。
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●谷口委員 実施計画つくったり何だりするのに、これを盛り込みましたという話をされ

たということなんですけど、私はやっぱり、その学校が、今のところから新しいところ

に移る場合に、どういうことがあるのかということをやっぱり想定したものをきちんと

明らかにして、そして経過も、今後、こういう手順を踏んでいかなければ、これはでき

。ないんですよということを示していただかなければならないというふうに思うんですよ

そういうものもきちんと教育委員の皆さんにも、今、私が聞いているようなことが諮ら

れて、説明されて、いろんなことをした上でこういうことを、最低、道から移管する場

合はこういうことがありますということをきちんと示してもらわないとならないと思う

んですよね。そして、それはいつまで、どういうことをやるのか、次の段階では何をや

るのか、それによって、今回、設計委託料がどういうところに使われるのかというよう

なことを具体的にやってきた中での積み重ねがなければ、設計委託料だってここに計上

。 、 、することはできないと思うんですよ そういうことが具体的に今まで やられてきたり

あるいはこういう方向であるということが所管の厚生文教常任委員会等にきちんと説明

された上で進んでいくというのが、ある意味、一般的なやり方ではないのかなというふ

うに思うんですよ。

大体、予測としては、真龍中学校ももう古いし、建てかえるにはちょっと金がかかり

過ぎるということを考えれば、新しく建てかえた潮見高校に移転するのが妥当かなと、

こう、一般的には考えているかもしれないけれども、それにしたって、移転するという

ことになると、いろんなものをクリアした上で移転していかなければならないと思うん

ですよ。そういう前段が非常に不明確な中で、いいことをやるんだから文句言うなとい

うようなやり方はちょっと正しくないような気がするんですよ。どうなんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

（ ） 、 。●教育長 富澤教育長 もちろん 決してそのような気持ちは持ち合わせておりません

ただ、先ほど課長のほうからお話しさせていただきましたけれども、まだ道の財産と

いうことで、うちのほうの技術職員含めて高校のほうを見せていただきました。その中

で、委員おっしゃるとおり、中学校として使うには何が必要で、どういうふうな改築を

しなければならないかと。具体的に言いますと、一つにはエレベーターがないと。給食

の運搬等、あるいは特別支援の生徒等の対応があるので、何とか担当としてはエレベー

ターをつけていきたい。もう一つは、大きいのは、特別支援の教室が高校にはありませ

ん。その分の教室を、できれば１階部分に改修をかけることによって設置していきたい

というふうな思いがございます。

そして、高校と中学校の学校のつくりの大きな違いは、高校の場合は事務官１人じゃ

ありませんので、大きな事務室と隣り合わせに、ご存じと思いますけれども校長室がつ

いているというふうな状況です。中学校の場合は事務室が必要ないことと、できれば校

長室は職員室との近くに設置したいというふうな希望もありまして、事務室等について

は、今の考えでは特別支援等の教室に改修できないだろうかというふうな部分。校長室

については、現在の高校の意向もございますので、今まで潮見高校が開設以来歩んでき

たもろもろのメモリアル的な記念品等ございますので、それの展示室等に使えないだろ
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うかというご相談を受けておりまして、教室の配備等が可能ではないかという判断の上

で、そのような教室も設けていっているのではないかなというふうに思っております。

また、体育館等には、もちろん災害の２次的な機能になるというふうには考えますけ

ども、災害避難用のシャワーですとか、あと防災用の暖房等も用意しているということ

ですので、できればこの辺もきっちり使えるような状況で引き渡しを受けたいというふ

うに考えております。

また、高校のほうも、大変、道の財政厳しい中なんですけども、いわゆるライフライ

ンというか、水道ですとか電気ですとかについては、できるだけ今年度中に改修を加え

て、せっかくもらっていただくのに、もらってすぐに直さなきゃなんないことのないよ

うな形ではお渡ししたいということで意向を伺っております。

また、あわせて、今使っている備品も、原則的には翔洋高校の所属なんですけども、

かなり両方持っている部分もありますので、中学校として使えるものがあればお使いい

ただきたいというふうな話もいただいてますので、この辺についても今後協議させてい

ただきたいというふうに考えております。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 私としてはやっぱり、悪いことやるわけでありませんから、ただ手続的に、

、 。もう少し こういうことはオープンにやられても全然問題のないことではないのかなと

そして、それが移転をするに当たって、よりよい方向に向かうようなことをやっぱり、

生徒やＰＴＡ含めて、地域も含めてなんですが、喜んで買われる、そういう方向に持っ

ていくように努力をしていただきたかったというのが私の思いでありますので、今後、

やっぱり、この事業を推進するに当たっては、もう少し議会等にも情報を提供をしてい

ただけるようにご配慮をお願いしたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長 富澤教育長 この点につきましては重ねてお詫び申し上げます もっと はっ（ ） 。 、

きり決まった段階じゃないというふうな私どもの気持ちもあって、もう少し、例えば改

修内容がはっきりした段階でというふうな気持ちもあって遅くなってしまいましたけれ

、 、 、 、 、ども 事前に 決まる都度 協議を重ねている都度に いろいろな場面で議会にご報告

あるいはご相談申し上げるというふうな配慮が足りなかったことについてはお詫び申し

上げます。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午後２時47分休憩

午後３時30分再開
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●委員長（音喜多委員） 再開します。

２目学校管理費で２番の質問から再開します。

２番。

、 、●堀委員 私も真龍中学校の移転改修で聞きたいんですけれども 先ほど来の議論の中で

真龍中学校が現在の厚岸潮見高等学校のほうに移られるということなんですけれども、

教えていただきたいのは、移転のスケジュールというものが大体決まっているのかなと

思いますので、それを示していただきたい。何年ぐらいからこの中学校が向こうに移っ

て授業で動かれるのかというのを教えていただきたいと思います。

それと、移転後の中学校の跡地です。現建物関係とか、あとグラウンドとかもあるん

ですけれども、そういう学校用地の跡地利用についてどのように考えているのか、お聞

きしたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 管理課長。

●教委管理課長（須佐課長） 真龍中学校の今、移転のスケジュールということでござい

ましたが、22年度末まで高校としての利用をしておりますので、この改築工事にかかる

。 、 、のは23年度になってからになります 交付金の手続とか さまざまな手続がありまして

これらの改修工事を終了するには、12月で終わるか、年が変わって24年まで入っていく

かというところでありますが、移転としては、我々としては23年度中の移転を考えて事

業を進めたいというふうに思っております。

その後の真龍中学校の跡地の問題ですが 建物は閉鎖をしておきたいというふうに思っ、

ています。その後の敷地の利用とか解体の計画等は、今現在は持っておりません。

●委員長（音喜多委員） ２番。

、 、 、 、●堀委員 じゃあ そうすると 現在の真龍中学校のところというのはもう 閉鎖だけで

解体とか何かもしないといった中では、あそこにもう、ああいう不要な建物がずっと残

り続けるというふうに思っていてよろしいんでしょうか。

やはり 移転に当たっては その跡地をどうするのかというものも含めて やはりしっ、 、 、

。 、かりとした計画というものを出していただきたいと思うんですよ 先ほどの議論の中で

移転するほうの、潮見高校のほうの改築関係というものも、先ほどいろいろと、特学の

教室を設けるとか、エレベーターを設けるとかというのもありますんで、そういう改修

する予定図、現在の潮見高校の建物内の配置、それと予定図、そういうものと一緒に、

この中学校のやはり、何平米あって、グラウンド敷地部分がどのくらいあって、建物部

分がどのくらいあってとかというものを、やはり示していただきたいと思うんですけれ

ども、これを今すぐに示すといっても当然無理なんで、先ほど来、各委員会、議員協議

会などにもお諮りということでも言ってたんで、できるだけ早い時期にそういうものを

示してもらいたいと思うんですけれども、よろしいでしょうか。
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●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 先ほどもお答えいたしましたけれども、潮見高校内部を見せて

、 。 、 、いただいて 図面も借りてきております 今 中学校と協議している段階ですけれども

当然、特別支援の教室も、年度によって違うんですけども、設置数が。ただ、それはあ

る程度、最大限を見越してつくっておかなければ、今後の対応も困るということもあり

ます。先ほど言ったように、大きくはエレベーターを設置したいというふうな希望もご

ざいますので、これについてはできるだけ早い段階であらあらの設計を出しまして、そ

れぞれ厚文等にもお示しし、議会にも示してまいりたいというふうに思います。

また、真龍中学校の校舎の部分でございますけれども、当然、町の中ですので、何ら

かの形で今後、再利用していくというふうな考えがありますというか、考えていかなけ

ればならないというふうに思っています。これにつきましては、今まで同様に、空き教

室等を利用の委員会がございますので、まずそちらの中で、今後どういうふうな再利用

が可能かということを詰めた中で これについても議会のほうに どのような結果になっ、 、

ているかについてお示ししてまいりたいというふうに考えております。

（ よろしいです」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ほか、この目でございませんか。

じゃあ、進みますが、３目に入る前に、午前中の保留になっておりました教育委員会

からの答弁をさせます。

指導室長。

●指導室長（辻川室長） 午前中、10番議員のほうから質問がなされておりました答弁保

留になっている部分につきまして、私のほうからお答えさせていただきます。

質問ですが、管内の中で学校行事として地域のお祭りに出ている学校があるのかどう

かという１点目の質問でございますけれども、すべての学校、町村、報告まだ受けてお

りませんけれども、調査の段階で、今つかんでいるところでは、弟子屈町で２校、それ

から浜中町で２校、学校行事として地域のお祭りに参加しているということでございま

す。

それから、これは私が以前いた学校、根室市の学校でございますけれども、その学校

、 。でも２日間 地域のお祭りに学校行事として参加をしていたということがございました

その他の事例につきましても、また情報が入りましたらお知らせしたいなというふう

に思いますが、今現在つかんでいるところは、その部分でございます。

それから、お祭りに参加している中身なんですけれども、いずれもお祭りの踊りへの

参加、あるいはみこしを担ぐだとか、それから、お祭りの中の相撲大会みたいなのがあ

りまして、そういう相撲大会のほうに全員が出るというような中身でございます。

それから、道教委としての見解ということで、道教委釧路教育局のほうに問い合わせ

ておりますけれども、そちらのほうの見解としましては、参加については各学校の授業

時数が確保されている状況、これは、指導計画の中に位置づけられているということな
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んですけれども、そういう授業時数が確保されている状況であれば差し障りはないので

はないかということです。それから、もう一つは、地域の行事に参加し、地域に協力す

るという部分においては、とてもよいことですので、その部分については各学校、各教

育委員会の判断にゆだねられるところであるというような見解をいただいているという

ことで、ご理解いただければと思います。

●委員長（音喜多委員） ３目教育振興費。

10番。

●谷口委員 21年度の準要保護、小中それぞれ何名いましたか。

●委員長（音喜多委員） 管理課長。

●教委管理課長（須佐課長） 21年度の準要保護の児童数ですが、要保護、準要保護合わ

せまして138名となっております。

（ 小学校何ぼで中学校何ぼ」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午後３時40分休憩

午後３時42分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

管理課長。

●教委管理課長（須佐課長） 大変申しわけございません。合計の数字しか持ってなかっ

たものですから。

小学校では要保護14名 準要保護59名 合計73名 中学校では要保護13名 準要保護50、 、 。 、

名、合計63名。小学校、中学校で136名となります。先ほど私、138というふうに数字を

見間違って言ってしまいました。大変申しわけございませんでした。

●委員長（音喜多委員） 10番。

、 、 、 、●谷口委員 現在 厚岸町の準要保護の基準 これは 今までどおり1.2倍なんでしょうか

生活保護の。これは変わっていないのか。それと、現在、準要保護の学校給食等も見ら

れているわけですけれど、要保護、準要保護、すべて給食費はきちんと納められている

のかどうなのか、その辺、ちょっとお伺いいたします。
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●委員長（音喜多委員） 管理課長。

●教委管理課長（須佐課長） 厚岸町で取り扱っている基準につきましては変更しており

ませんので、今、委員言われましたとおりでございます。

給食費の関係につきましては、これらの未納については、現在ありません。

（ いいですよ」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ほか、ございませんか。

進みます。

４項幼稚園費、１目幼稚園費。

５項社会教育費、１目社会教育総務費。

13番。

●室﨑委員 今回 第７次厚岸町社会教育中期計画というのが ほぼと言っていいんでしょ、 、

。 、 。 、うね まとまって 平成22年度から動き出すということをお聞きしております それで

、 、 、生き生きと輝き ともに学び 生きがいと潤いのあるまち厚岸を目指してということで

いろいろなことが記載されている。その中身については、大変よくできているなという

ふうに思っております。それで、中身について今、どうのこうのと言うつもりは全くご

ざいません。

それで、これに限らずなんですが、いろいろな計画があるわけですけど、今回ここで

すから、この話でさせていただくんだけども、それで、課題が、まず意義が書かれて、

基本的な考え方が書かれて、指標が書かれて、それから基本方法と重点項目、そして課

題というものが書かれまして、それがどういうふうに進めていくのかという年次的な推

進目標も書かれておりますが、ここまでは大変いいんですよ。ただ、ともすると、こう

いう計画が、これがという意味じゃないですけど、今までのを見てると、立派な作文で

終わる場合が非常に見られるんですね。厚岸町でもそういう嫌いが、全くないとは言え

ないと思います。

それで、何というんですか、計画管理とでもいうんですか、例えば５年間の計画なら

毎年、その終わりころに、この１年、この計画に従って何をやってきたのか、そして、

どの程度やろうとしたことができたのか、それを踏まえて、来年はこういうことをやっ

。 、ていきましょうと ５年後のここまででこれだけできればいいというのが計画ですから

それを１年ごとに刻んで、まずこの１年を振り返り、次の１年でやることの、いわば土

台にしていくという作業が必要だと思うんですよ。それで、この計画の中にはそういう

ことは具体的に書かれてないんだけども、当然、教育委員会としてはこれだけのものを

つくってるわけですから、そういうことを行っていこうというふうに考えてると思うの

で、そのあたりのお話を聞かせていただきたい。

●委員長（音喜多委員） 生涯学習課長。



- 333 -

●生涯学習課長（佐田課長） 社会教育の中期計画としまして、現在、第６次までが進ん

でおります。その６次が平成19年度で終わりまして、その後２年間が暫定版ということ

で計画を進めているところでございます。

それで 22年度からの新しい社会教育中期計画におきましては 厚岸町の総合計画が22、 、

年度から発するということで、それに基づきまして、この計画を作成してきているとこ

ろであります。

それで、ただいま室﨑委員がおっしゃっておりましたように、今回の計画につきまし

ては、４章に分かれておりまして、１章目については社会教育にかかわる２年というも

のということで、この計画を立てていくのかということを記述しております。

それから、第２章については、これまで行ってきた社会教育計画の現状と今後の課題

ということで記述をしております。

それから、３章におきましては、その現状と課題を提起した上で、年次計画というも

のを細かくつくっているところでございまして、第４章においては資料編ということの

構成立てをしているところでございます。

それで、これまでのいろいろな計画ができている中で、実際に計画を実施し、その後

どのような検証をして、それをどのように生かしていくかということをどういうふうに

、 、考えているのかということでございますが これまでも社会教育中期計画におきまして

５年間ごとに進んできておりますが、その社会教育中期計画、５年間となっております

けれども、毎年行っている事業に対して、それぞれ一つ一つに対しての検証をしており

ます。それで、その中でのいろいろな事業、講座については、おのおのの参加者に対し

てのアンケート調査も行っておりますし、それらを見た中で次年度の計画を毎年立てて

いるところでございます。

それで、22年度におきましても、21年度、現段階で１年間の事業がほぼ終わりつつあ

りますので、毎年１月から２月ごろにかけまして、その検証を行った中で、次年度どの

ような事業を進めていくのかということについて、課の中で話し合いながら進めている

ところでございます。

それから、特に今年度からは教育委員会の評価報告ということで、生涯学習課ばかり

ではございませんが、管理課を含め、体育振興課を含めて、１年間の検証を行ってきて

いるところでございます。それについても教育委員会の中で諮りながら、教育委員会の

各委員さんのご意見をいただきながら、次年度に対して進めていくという手法をとって

おりますし、これからも行っていきたいと思いますし、今後５年間の計画の中で、それ

ぞれ毎年行っていく事業の選定にはいろいろな意見を聞きながら、反映させながら進め

ていきたいというふうに考えているところでございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 何かいろいろな話をなさってたんですけど、よくわかんないんですよ。私が

聞いているのは、この教育中期計画の計画管理をどうするかって聞いているんです。教

育委員会全体の評価が云々というような話をしていましたが、それは全く別な話でしょ

う。その中にも書き込まれるかもしれないけれども、そんなこと聞いてるんじゃないん
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ですよ。

それから、21年の部分についての評価云々というけど、この中期計画は22年から始ま

るんでしょう。どういうことですか。

●委員長（音喜多委員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（佐田課長） ただいまの私、21年度の評価をした中で22年度というふう

に答弁いたしましたけれども、この計画が22年度から始まりますので、22年度でそれぞ

れの事業が行われた後に、その事業を評価しながら、その翌年度に結びつけていきたい

というふうに考えております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 それはそのとおりなんだけども、だれがどこでどういう評価をして、それを

どのように検討して、だれが、そして、それでもって次年度にどうするかという手順そ

のものを聞いてるんですよ。計画管理というのはわかりますでしょう、言っている意味

は。例えばＥＭＳなんてのはまさにそういうシステムとってますよね。そういうものを

やらないんですかということを聞いてるんですよ。

●委員長（音喜多委員） 生涯学習課長。

（ ） 、 、●生涯学習課長 佐田課長 それぞれの事業に対しまして 先ほど言いましたけれども

検証した中で、社会教育委員の会議もございます。社会教育委員会議は、社会教育にか

かわるものについての意見を出していただきながら計画を立てていくという委員会であ

。 、 、 、ります その委員会の中に諮りまして 翌年度に向けてまた 委員会での検証をもとに

また計画を立てていくというスタイルになるというふうに思っております。

よろしくお願いいたします。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 社会教育委員会がその作業を行うわけですね。

●委員長（音喜多委員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（佐田課長） これまでもそうですが、１年間に行われているいろいろな

事業、講座については、その社会教育委員会の中で報告をしております。１年間の中で

中間的に10月ころに１回目の報告をしておりまして、その次に最終、２月ごろに再度、

教育委員会と社会教育委員会会議を開きまして、事業の１年間にかかわる評価といいま

すか、報告をした中で、各委員さんのご意見をいただきながら、翌年度に新たな事業、

どういうふうなものを行っていくかということを考えていっているところでございます
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ので、よろしくお願いいたします。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 計画管理の手法というのをもう少しきちんと研究してください。そして、最

も効率のいい方法でやっていただきたい。

それから、そのような結果について、できましたら、お忘れにならなければ、厚文に

もいただきたいなと、そのように思いますので、よろしくお願いいたします。

●委員長（音喜多委員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（佐田課長） これまでもそうですが、それぞれ行ってきております事業

に対しての評価については、当然、行っていかなければならないと思いますし、その中

で出た部分については、今回、社会教育中期計画の策定に当たりましては、各審議会、

例えばスポーツ振興審議会とか、それから情報館協議会、それから文化財専門委員の意

見を聞きながらやってきておりますし、厚生文教常任委員会のほうにも、この社会中期

計画についてはお話をさせていただいております。

今後におきましても、そういう評価に関しての部分について、できる範囲の中で報告

をさせていただきたいというふうに思いますので、ご理解いただきたいというふうに思

います。

（ 結構です」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ほか、ございませんか。

進みます。

２目生涯学習推進費。

３目公民館運営費。

11番。

●大野委員 太田地区公民館の耐震診断事業についてお聞きいたします。

これは、本年度事業計画で173万円載っているんですけど、これ、いつごろ結果がわか

るんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（佐田課長） 太田公民館につきましては、昭和49年に改築されておりま

す。これまでに平成３年に講堂の増築工事を行っておりますし、あわせて耐火構造工事

。 、 、も行ってきております その後に 平成５年に屋根の張りかえ工事を行っておりますが

平成10年には雨漏りの工事も行ってきているところでございます。

なお、今ご質問ありました耐震化の部分につきましては、22年度の中での予算を計上
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させていただきましたが、22年度いっぱいの中で、できるだけ早い時期に工事にかかれ

ればいいなというふうに現在思っているところでございますので、よろしくお願いいた

します。

●委員長（音喜多委員） 11番。

●大野委員 診断工事して、これ、結果出るまでって、かなりの月数というか、かかるん

ですか。

●委員長（音喜多委員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長 佐田課長 診断の時間がかかるのかというご質問でございますが 我々（ ） 、

としては、22年度の早い時期において診断をしていきたいというふうに思っていますけ

ども、この診断工事については、現在、各市町村におきましてもかなり行われておりま

して、厚岸町でも診断について行っておりますので、時間的なものについては、現段階

でいつまででき上がるということについてはちょっとお答えしかねるんですが、できる

だけ早く、努力して、進めていきたいなというふうに考えておりますので、ご理解願い

たいと思います。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 今、お答えしたんですけれども、実はこれ、設計会社が診断を

します。その診断結果については、審査会がありまして、そちらのほうに出して、そこ

が最終的に診断をするということなんです。今、学校のほうでも今年度、厚小、厚中で

行ったんですけども、いわゆる学校の耐震問題で、全国かなりの数がそういう審査機構

のほうに行っているという関係もあって、実際の診断が終わった後に、その審査会がど

の程度の早さで審査をしてくれるかというものもありますものですから、はっきりした

内容については、今の段階では申し上げられないということでございます。

●委員長（音喜多委員） 11番。

●大野委員 何でこんなことを聞くかというと、この審査会の報告の場合によっては何ら

かの手を加えなければならない工事も出てきますよね。この審査会の発表を待たないと

何とも言えないということだと思うんですけど、その辺はどうお考えでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（佐田課長） 今、委員さんおっしゃられましたように、診断結果が出た

段階で、その施設がどのような状況になっているのかということを判断させていただい

た中で、今後どのような対応をとれるのかということを考えていきたいというふうに考
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えております。

（ いいです」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ほか。

進みます。

４目文化財保護費。

13番。

●室﨑委員 床潭沼のヒブナについてお聞きします。

教育長の教育行政執行方針の中で、ヒブナの生息調査については云々というような話

がありました。生息を確認することができなかった。これ、生息確認の調査って、どう

いう方法で行ってるんですか。

●委員長（音喜多委員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（佐田課長） 現在、床潭沼のヒブナの生息調査につきましては 「どう」、

と言いまして、かごによる方法によりまして実施しているところでございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 かつては地曳網でやっていたんですよね。その地曳網でやれば、かかったと

いうこと以外には何一つわからない 「どう」でやると、その設置の仕方によっては相当。

生態がよくわかると、そういうことだろうと思うんです。それで、そういう形でなさっ

ているというのは大いに結構なんですが、ところで、ちょっと素人的なことを聞いて悪

いんですが、ヒブナとフナっていうのは違うんですね。

●委員長（音喜多委員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（佐田課長） ヒブナにつきましては、フナが突然変異した中で、赤い色

を帯びてきたものがヒブナというふうな形というふうに理解しております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 金魚もフナが突然変異したものだと聞いてますが、金魚とヒブナは違うんで

すね。

●委員長（音喜多委員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（佐田課長） 金魚とフナについては、別物といいますか、違うというふ
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うに認識しております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 金魚とヒブナは違うわけですね。フナじゃないですよ。金魚とヒブナは違う

んですね。

●委員長（音喜多委員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（佐田課長） 違うというふうに私は認識、今、しているところでござい

ます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 そういうことはきちっとやっぱり根拠立てて、人に説明できるようにしてお

いてください。というのは、これから申し上げることに関係するんです。

ヒブナと金魚は交雑しますね。それはどうですか。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午後４時05分休憩

午後４時07分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

生涯学習課長。

●生涯学習課長（佐田課長） 大変時間をとりまして、申しわけございませんでした。

金魚とヒブナの違いですが、金魚につきましては、フナの突然変異でありまして、ヒ

ブナを観賞用に飼育、交配を重ねていったということでございます。それから、ヒブナ

につきましては、コイ科フナ属が突然変異で赤くなったというものでございます。

交雑につきましては、交雑するということでございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 金魚もヒブナもフナから分かれてったんだろうと言われてますよね。ただ、

これ、今、ＤＮＡレベルでいうと、完全に仕分けができると言われてますよね。すなわ

ち、それを種と言うのかどうか知りません、亜種なのかどうか知りませんが、そこで固

定しているわけです。だけども、交雑するんです。

このことは、例えば、そんな人はいないと思うんですけど、何とか沼にヒブナがどう
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もこのごろいなくなったようだと。だから金魚を放してやって、ヒブナをもっとふやそ

うじゃないかと。いや、現実にそういう発想の人っていうのは世の中にいるんですよ。

前に、これは実際に、その省にあった人から聞いてるんですが、夕張岳にユーパリコ

ザクラという天然記念物の小さな野草があります。これが心ない人たちによってとられ

て、物すごく今少なくなっているので、ユーパリコザクラをふやしてやろうと、個人的

に、非常に善意で思った人が、両手にいっぱいぐらいのサクラソウの種を持って夕張岳

の上に上がったんですよ。そして、蒔こうとしているところにちょうどたまたま植物学

、 、者が通りかかりまして そんなことしたらユーパリコザクラは完全に消滅してしまうと

交雑してしまって それでだめなんですよという説明をして その蒔こうとした人がびっ、 、

くりしてやめた。その説明して、おやめなさいと言った本人から私聞いてますからね。

そういう善意にあふれた人たちはたくさんいるんですよ。

あるいは、ホタル。これ、今、ホタルセットというのが売ってますね。それで、自然

観察教育やんなさいといって宣伝してますよ。これもまた善意にあふれた学校の先生が

、 、 、 、厚岸あたりで買ってきて そして そこらの小川でもって このセットでもって育てて

子供たちに見せて放すと、ここのホタルととんでもないところのホタルが交雑する恐れ

があるわけです。こういう問題が全国各地に今起きてるんですよ。

そうすると、床潭沼のヒブナが生育しているこの場所についても、善意で金魚なんか

放されたら、もう、遺伝子交雑してしまいまして、これ、天然記念物としてなくなって

しまうんですよ。それぞれの固有種というのは、人の手がかかると、それだけもろいも

。 。のなんです そういうことをやはりきちんと押さえて物を進めていただきたいんですよ

いかがでしょう。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 委員おっしゃるとおりに、かなり各地で首をひねるような活動

が行われているというふうに思います。このヒブナの問題につきましても、もちろん学

校等においては、床潭沼のヒブナの価値について、地元の学校等については教育の場で

もお話をしているところでございますけれども、町民全体の中でこういう注意喚起をし

たということではございませんので、もちろん金魚等を放せば、今いるものに大きな被

害が出るということは当然のことでございますので、充分この点についても留意して、

地元の学校、あるいは地域の方々にもご説明をしたいというふうに思います。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 ヒブナに関しては、もう一つは、フナから突然変異しているんだけども、今

はもう突然変異して、新しいヒブナが母体であるフナから生まれてこないのかどうかと

いうのははっきりしてないそうですね。したがいまして、床潭沼全体の、フナやそうい

う、ありふれているように見えるものもきちんと保護しておかないと、ヒブナそのもの

も危なくなるおそれがあるというふうに専門家は指摘しています。これは、そうなのか

そうでないのかもはっきりしないそうです。そういう話もちょっと聞いたことがありま
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すがね。

確か何年か前に、北大の先生が厚岸情報館本の森を使って、そういう講演をわかりや

すくしてくださってますよね。そのときに聞いた話の受け売りだと、今、私思っている

んですが、そういう問題もありますので、そういう一体としてきちっと保全していかな

ければならないんだということを、何かヒブナというと、何匹かいるヒブナだけ大事に

していればそれでいいというようなものではないというようなことを含めて、やはりき

ちんと、自然というものがどういうものなのかということを周知徹底させていただきた

いなと思います。

それから、もう１点なんですが、その前に、これは、大分前の費目のところで外来生

物の話を聞きました。外来生物の駆除に関して、今はこんなふうにやっているし、こう

いうところを気をつけているんだという話がありました。実は、今言った金魚からヒブ

ナがどうなるかという話と同じような構図で、実は厚岸町が持っているいろいろな自然

系、それから文化財を含めて、そういうものが外来生物なんかによって、生態系が乱さ

れていくという問題があるわけです。そうすると、片っ方では外来生物の駆除の問題な

んだが、ひっくり返して言うと、こういうような厚岸町の貴重な、いろいろな文化財や

資源の保護そのものでもあるわけですね。そういう点からも、どのように、言ってしま

、 、うと環境教育ということになるんでしょうけども それを子供たちでも一般町民にでも

、 、どのように進めていくかというあたりが非常に大きな問題だと そのように思いますが

その点について、お考えがありましたらお聞かせをいただきたい。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） まず１点、ヒブナの件でございますが、北大の水産の山羽先生

だというふうに記憶しております。私自身も聞かせていただきましたけれども、いわゆ

る三倍体、四倍体という、雄、雌交配じゃなく子孫を残すという形もあり得るという非

常に貴重な話を聞かせていただきましたし、その影には、当然、ヒブナ以外の生態系が

ヒブナを支えている。というか、全体の生態系がそれぞれを支えているんだという中で

は、床潭沼の自然自体が非常な貴重なものであるというふうなお話をいただいておりま

す。この件につきましても、ぜひ町民にも周知してまいりたいと思います。

外来生物の問題につきましても、当然、今ある生態系を壊すという意味では一番大き

な存在なんだというふうに認識しておりますので、この点については、オオハンゴンソ

ウに限らず充分留意して、それぞれの自然系を監視してまいりたいというふうに思いま

す。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 そういうわけで、結局、１課１係ではできない種類の問題なんですよね。で

すから、教育委員会の担当と、それから環境政策課のほうにおいても、まずはそこが一

番だと思いますので、よく連携をとった形の全体的な施策の進め方をしていただきたい

と、そのようにお願いします。
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それから、アッケシソウにつきましては、今回の教育行政執行方針を読ませていただ

きますと、天候不順の影響が大で、残念な結果であったと。だから、うまくいかなかっ

たということなんでしょうね。というふうになっているんですが、アッケシソウも、た

しかＤＮＡ分析してますよね。２種類か３種類か、なんか分かれるようですね。そうい

うものについては、交雑させないようにしてきちんと、それぞれに保護、保全をしてい

るのかどうか、その点についてお聞かせいただきたい。

●委員長（音喜多委員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（佐田課長） アッケシソウにつきましては、現在、港町で栽培をしてお

りまして、20平米の区画を４区画とってございます。それで、毎年、アッケシソウの種

を秋になりますととりまして、その種を、また同じところに植えるという形の中で行っ

ておりますので、ほかの場所からのアッケシソウの種が入ってきた中で栽培をしている

という現状では今はないということで、交配するような形での栽培方法をしていないと

いうことですので、ご理解いただきたいというふうに思います。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 今、私、資料が手元にないんですが、浚渫をしましたら、宮園の奥のほうの

浚渫土のところからアッケシソウがばっと生えていた。だから、そこに、バケツに塩水

でも入れてかけてやってればいいんでしょうけども、そういうことをしてないと、どん

どん塩分が抜けてきます。塩分が抜けてくると、アッケシソウがだめになるんじゃなく

て、ほかのいろんな植物が入ってきて負けてしまうんですよね。そのアッケシソウと、

それから登喜岱だとかあちらのほうにある、現在、私はそこまで行けないので、例えば

郷土館の前の栽培地などで見せていただいているのとが、目で見ても形がちょっと違っ

たんですよね。それで、ＤＮＡ分析をしたときに、明らかに違うという報告書が出てま

すよね。

それは、アッケシソウの、非常に大事にしている、その町の文化財にしている地域が

瀬戸内沿岸にあります。そこの人たちが、アッケシソウの本家である厚岸町に行ってみ

ようといって、大分前ですけれども来たんですよ。ところが、余りぱっとした応対をし

ないで帰してしまったということがありまして、その後、これではうまくないからきち

、 。んとつなごうということで こちらからアッケシソウの株を持って訪問したんですよね

そして、向こうのを一株もらってきたんです、交換したんですね。それを含めて分析し

たところ、それぞれに別の値が出たわけですね。だから、厚岸町にも２種類、そういう

ＤＮＡレベルでいうと、亜種とまで言えるかどうかはわかりませんが、兄弟みたいなの

があったんだなということの報告書は私も目にしております。そういうものをきちんと

意識して、そして現在栽培をしているのかと聞いてるんです。

●委員長（音喜多委員） 教育長。
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●教育長（富澤教育長） ただいま委員ご指摘のように、香川県から持ってきた部分と、

うちの町内での部分についての報告書については認識がございます。港町で栽培実験し

ている部分につきましては、浚渫土の同じところから採取したものだけで実験を行って

いる状況でございますので、交配等については、そういうふうな心配のないような形で

行っているという状況でございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 わかりました。

それでもう一つ、ついでだから聞いておきますが、香川県から持ってきた株はどうな

りましたか。

●委員長（音喜多委員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長 佐田課長 残念ではございますが 枯れてしまったということで 残っ（ ） 、 、

ていない状況でございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 今、申し上げたようなことを、やはりきちんと説明をして、周知をした形で

アッケシソウですというと、何でもかんでもアッケシソウというのではなくて、これは

こういうようなものでこうなんだと、それから、こっちのほうに生えているのはこうな

んだと、一緒にはできないんだと。どうもこういう違いがありそうだというようなこと

がわかるような、やはり進め方を、そして、そういうことが町民の皆さんも、おお、な

るほどなと、厚岸では、昔は恐らくこういうふうにあったんだろうと、今はどんどん少

なくなって、それが残っているのはこうなんだけどもというようなことが、そういうこ

とからわかってくると思うんです。そうすると、それはもちろん人によると言われれば

それまでですが、非常にまた興味もわいてくるであろうということで、よろしくお願い

したいということです。

●委員長（音喜多委員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（佐田課長） アッケシソウにつきましては、栽培地で現在行っておりま

すが、そのルーツとか、どのような形で咲かれているかという状況なども含めた中で、

わかるような形を今後とっていきたいというふうに思いますので、ご理解いただきたい

というふうに思います。

（ 結構です」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ほか。
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進みます。

５目博物館運営費。

４番。

●髙橋委員 海事記念館の関係でお尋ねをしたいと思います。

海事記念館、言うならば庁舎の前ですね。非常に、１軒のうちで言うと玄関先みたい

なもんなんですけれども、海事記念館はよく私ども、地方から来るお客様をご案内をし

て、それで来る場所なんですけれども、来る時期がちょうど、悪いのかいいのか、一番

、 。 、 、暖かい時期で ６月から８月ぐらいに来る方が多いんです もちろん 私の子供を含め

、 、 。 、孫も来るし あるいはまた札幌 旭川方面からもよくおいでになります 去年も何回か

情報館とか、さらには海事記念館を、厚岸の観光施設とは言えないけれども、文化の発

、 、 、祥地というかな そういう形でご案内をして いろいろ説明をしているんですけれども

中は非常に、清掃は行き届いておりました。

ただ、やはり、入る前の周辺ですね。非常に、荒れているというか、本当に清掃委託

料をきちんと使っているのか、疑わしいというか、ちょっと目に余る、こう言っていい

のかな。本当に、せっかく姉妹都市からもらってきたバラなんかも植えられているんだ

けども、草わらの中からやっと芽を出しているというような感じですね。こういうのを

見せられるというと、ここは何なんですかと聞かれても、何かしら、旭川や札幌から来

たお客様には、何といって説明していいかわからない。せっかくあのようなきれいな花

を植えてるんだから、きれいに管理をして、皆さんに見てもらえるような方法を考えて

いただければ大変ありがたいと思うんだけれども、これについては今後どのような形で

もって管理をしていくのか、ちょっとお聞かせを願いたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（佐田課長） 海事記念館の前にもタイルがありますが、海事記念館がで

きてから22年たちます。それで、今、委員さんご指摘されましたように、タイル自体が

やはり、石がころころとはがれてきている状況ではありますが、海事記念館の前のとこ

ろの清掃につきましては、委託をしているわけでございませんで、海事記念館の職員が

やられていると。町民広場の部分はちょっと別にはなるんですが、海事記念館の前、出

てすぐ、３メーター、４メーターぐらいの敷地の面積の部分につきましては、海事記念

館の職員で掃除をしておりますが、石がぽろぽろとはがれてきているというところを見

ますとやはり、少しきれいにしていかなければならないかなというふうには思ってはお

るんですが、なかなか手がつけれなかったという部分もございますので、ご理解いただ

きたいというふうに思います。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） 庁舎敷地内管理ということ、全般的な部分でご答弁申し上げま

す。
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、 、 、 、ボランティア清掃ということで 春 ４月以降11月ごろまで各課回り番で 庁舎周辺

それから駐車場、それから海事記念館等の敷地を含めて朝清掃してございます。まずお

。 、詫び申し上げます その辺の友好のバラが植えられている部分についての雑草について

行き届いていない部分について、まず反省申し上げます。

、 、本年につきましては その辺も集中的に対応するようにしたいと考えておりますので

ご理解賜りたいと存じます。

●委員長（音喜多委員） ４番。

●髙橋委員 そうすると、あれですか、清掃管理委託料というのは、そういうものは使わ

れていない、各課によって清掃をしているというふうに理解すればいいんですか。何か

ちょっとおかしいんでないのかな。どういうことなのかな。この辺について。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） ここにある施設清掃については内部のものでございまして、外

の周りについては委託していないので、直営でやっているという状況でございます。

●委員長（音喜多委員） ４番。

●髙橋委員 しかし、何であろうが、やはり、町の玄関口みたいものですからね。地方か

ら来る観光客を含めて、例えば私どもやはり、ご案内するといったら、せいぜい国泰寺

か、あとは海事記念館、さらには情報館、このぐらいがやはり、厚岸の文化のメッカと

いうのかな、そういう形でご案内するんだけれども、やはり清掃は非常に行き届いてい

ないということですね。特に６月、７月の花の咲くころ、せっかくあんなきれいなお花

があるのに、草むらの中から芽を出すような感じじゃあ、ちょっとやはり、地方から来

たお客様はいただけない。もう皆さん方も見てわかると思うんですよね。あのくらい気

持ちよく草が生えていれば、花がどこにあるかわからないというぐらいですから。

それで、できれば、厚岸町老人クラブ連合会も結構人数いらっしゃいますので、各単

位クラブに、ひとつ運動のために、こういうところがあるから、ひとつやってくれよと

いう声くらいかけなさいよ。やりますよ。職員の皆さん方忙しいんだから。もう、そう

いう人方の手も借りてやるような方策もあるわけですから。何たって、あの一番いい時

期に、草でもって見えないんですよ。去年、６月ごろですか、所管事項調査でご案内さ

せてもらった。担当者は一生懸命になって汗かいて草むしったり、場当たり的にやって

ましたけれども、あんなことをさせるという自体がおかしいですよね。やはりタイルが

はがれている部分についても、やはり玄関口なんだから、職員がやるんじゃなくて、あ

れこそやはりお金をかけて直すべきじゃないですか。町長、ことしは110周年ですよ。地

方からたくさん来ますよ。恥ずかしいんじゃないですか。直しましょうよ、町長。ひと

つ答弁を。
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●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） ご答弁申し上げます。

まずはありがたい委員からのお言葉、感謝申し上げます。ぜひご相談させていただく

とともに、職員も一丸となって、祝いに間に合うように対応してまいりたいと存じます

ので、ご理解賜りたいと存じます。

（ 町長、タイル直すのかい」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長（若狭町長） 実は、議会答弁といいますのは、私がもちろん町長という立場、課

長というそれぞれの立場でやってますが、私の意に対しての答弁でありますので、あえ

て立たなくてもよかったのかなと、同じような答弁になりますのでと思ったんですけれ

ども、またご指摘があったものですから。

実は、海事記念館のバラ100本、村山市から寄贈されたわけであります。その前に、村

山市の施行70年のときに、厚岸町からオンコの木を贈呈をいたしたわけであります。ご

承知のとおり、イチイということで、縁起もいいぞと、しかも年中枯れないぞという意

味合いを込めまして、村山市に寄贈をいたしたわけであります。そのお返しということ

でバラが贈呈されたわけでございまして、大変育ちが、生きるかどうか心配しておった

わけでありますが、村山市から来た人は、いや、よく根づいたなと、立派に咲いてるな

と、その時期になりますと、という評価をいただいておるわけであります。すなわち、

村山市からいただいたバラをかわいがって、今日まで育てているということでございま

すが、ただ、周りのほうが、何か指摘あったように、雑草で見えなかったとかいうご意

見があったようでありますが、私といたしましては、やはり、整理整頓、雑草駆除等は

大事なことでありますので、行政としても、さらにまた、私が願っております協働のま

ちづくりについてもご提言をいただきました。ありがとうございます。そういう面にお

いて、質問者の期待に沿えるように、これから最善の努力をしてまいりたい、かように

考えますので、ご理解いただきたいと存じます。

●委員長（音喜多委員） ほか。

進みます。

６目情報館運営費。

６項保健体育費、１目保健体育総務費。

２目社会体育費。

13番。

●室﨑委員 ここでお聞きしますが 厚岸町では心臓震盪に対してはどのような対策をとっ、

てますでしょうか。わかんない。いや、かえって一々注釈つけたら失礼かと思って言っ

たんだけど。わかんなければこっちで言うから。休憩する必要ないから。
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続けます。

●委員長（音喜多委員） お願いします。

、●室﨑委員 心臓震盪に一々注釈をつけたら専門家に対して失礼かなと思ったんだけども

心臓震盪というのは、胸部を強く打ったことによって心停止を起こしたりするような症

状です。脳震盪という言葉がありますよね。あれは頭を強く打って、一時的に脳が機能

を従前に果たせなくなるのと同じように、心臓が、胸部打撲というかな、そういうもの

、 、 。 、によって 充分に動けなくなるというか 機能を果たさなくなるんですね これが結構

今、あちこちで起きるんですよ。一番多いのが野球ですよね。それから、あとはボクシ

ング、サッカー、フットサルっていうのもサッカーみたいなものですね。こういうよう

なものが各地で起きてて、今、それに対する対策というのが、特に児童生徒を中心にと

られているというふうに聞いてるんですが、厚岸町ではそれはどうなのかなということ

です。

●委員長（音喜多委員） 指導室長。

●指導室長（辻川室長） ただいま児童生徒ということでしたので、お答えしたいと思い

ます。

心臓震盪というのは、野球では胸部にボールが当たると、その衝撃で心臓がとまってし

まうというようなことが、事故といいますか、そういうのも何件か報告があるというこ

とでお聞きしております。ただ、今現在、厚岸町内の中で、児童生徒に対してのそうい

う対策等については、まだ動きを出していないというところが現状でございます。

●委員長（音喜多委員） 体育振興課長。

●教委体育振興課長（髙根課長） あと、野球場とかの利用者の、一般の方につきまして

も、そういう報告はございません。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 報告を聞いてるんじゃなくて、どういう対策をとってるんだということを聞

いてるんですよ。

●委員長（音喜多委員） 指導室長。

●指導室長（辻川室長） 対策と申しますと、大きく二つに分けられると思います。まず

未然防止の対策という部分と、それから起きてしまった後の対策というふうに二つに分

けて考えなければならないかなというふうに思います。

未然対策のほうにつきましては、まだそういうような対応等、充分な対応をとってい
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ないというのが現状でございます。それから、起きてしまった場合につきましては、Ａ

ＥＤ等も活用しながらというふうに対応しなければならないなというふうには考えてお

りますけれども、まだそこまでの部分でしか具体的には対応として取り組んでいない状

況でございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 起きてもいいですよ、何も心配いりません、ＡＥＤがありますからどんどん

起こしてくださいというわけではないですよね。

それで、未然防止という点も、実は二つあるんですよね。一つは、防護装置をつける

というような物理的な部分です。これも全国でいろいろな動きが出ているようです。文

科省のほうから通達があったかどうか、それは私は確認しておりませんからわかりませ

んが、あってもしかるべきというような数字で、既に事故は起きているようです。

それで、実は心臓震盪に名をかりて話を始めたんですが、ここからは本論です。教育

行政執行方針の中で、スポーツの振興について最後のページのほうでうたってます。と

ころが、ここにはスポーツ障害の問題が一言も書いてないですね。だから、スポーツの

振興というのはスポーツ技術やみんながスポーツを楽しむように、そのスポーツ人口の

拡大、普及、そして、できればオリンピック選手でもこの町から出てこれるような、ス

ポーツの高度な充実、そういうものについては非常に意を払っていらっしゃるようです

けれども、その影にあるスポーツ障害の問題が一言も触れられていないというのは、私

は大変心もとないんですよ。それで、ちょっと心臓震盪などという目新しいと思われる

ようなものでお聞きしたんだけども、それ、何でしょうというような感じですね。

それで、スポーツ障害というような問題については、町ではどのような考えでこれに

対処しようとしていますか。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 先日の一般質問の中にもございましたけれども、スポーツ少年

団等の指導者養成の中には、当然、スポーツそれぞれにおけるスポーツ障害等の危険性

についても講習が行われております。それこそ昔であれば、一生懸命生き返ればいいと

いうふうな形の指導だったわけですけれども、今はそうではなくて、例えばひざを傷め

るような無理な、そういう運動等については、例えば野球等には取り入れるなとか、い

ろいろなスポーツにおけるスポーツ障害についての知識を指導者等に講習を行っている

ということで、その人たちがそれぞれの指導に当たって実践されているというふうに考

えております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 335ページのほうに体育指導委員という言葉が出てきますが、この方たちはど

ういう仕事をしてるんでしょうか。
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●委員長（音喜多委員） 体育振興課長。

●教委体育振興課長（髙根課長） 体育指導員につきましては、スポーツ振興法に基づく

法的な委員でございます。本町における社会スポーツを振興し、スポーツに関する実技

指導、また、住民の体育向上と明朗なる生活基本を確率するため、厚岸町の条例をもっ

て今現在設置しております。委員数につきましては、15名の方がおります。

あと、15名の内容につきましては、それぞれの、例えば水泳とか、あとバスケットと

か、そういう種目の代表といいますか、過去にやっていたとか、そういった方を任命し

ております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 実技指導を含むんですね。

●委員長（音喜多委員） 体育振興課長。

●教委体育振興課長（髙根課長） そうでございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 こういう人たちの間で自主的に、あるいは町のほうが主導して、スポーツ障

害についての研修とか、勉強とか、そういうものというのは毎年何回ぐらい行われてい

ますか。

●委員長（音喜多委員） 体育振興課長。

●教委体育振興課長（髙根課長） 特にそういう研修等につきましては、やってはござい

ません。ただ、この委員さんにつきましては、各種目の実技指導なり町の大会といいま

すか、例えばファミリーマラソンやスケート大会の、そういった運営に関する部分でお

手伝いをいただいております。

13番。

●室﨑委員 今、実技指導が入っていると言ったでしょう、その人だけが実技指導してい

るんじゃないだろうけれども。それで、それぞれの各団体のいわば代表的な立場でしょ

う。だから、まさにそういう人たちを中心にして、このスポーツ障害の問題についても

いろいろな情報を入手し、対策を立て、どのようにするかというような研修会ぐらいは

あってしかるべきじゃないかと思うんですが、いかがですか。

●委員長（音喜多委員） 体育振興課長。
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●教委体育振興課長 髙根課長 従来から 確かに各出身の種目といいますか そういっ（ ） 、 、

た部分の実技指導のほか、先ほども申し上げましたけれども、そういった町の行事関係

、 、で協力いただいているわけでありますけれども 特に研修会等はやっておりませんので

今後、委員会の中でそういった中を検討してまいりたいということを思っております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

。 、 、 、●室﨑委員 厚岸でそういうことがあるというんではないんですよ 実は 二 三年前に

私、びっくりするテレビ見たことがあるんです。それは、春の甲子園に決まった学校が

。 、 、あるんですね あれは試合で勝ったとこが行くわけじゃないので 推薦で行きますから

電話が来るんです すると 当然 やらせでしょうけれども 校長先生が電話の前で待っ。 、 、 、

てるんです。そうすると連絡が入る。そして、ああ、ありがとうございますと言って電

話を切ります。それで、出れることになったぞってみんなに言う。そうすると、部員だ

とか学校関係者がわあっと喜んでいる。その番組の後ろのほうで、ウサギ跳びをやって

いる野球のユニホームを着た生徒たちが映ってるんですよ。これはびっくりしました。

だから、これは厚岸町がというんでないんですよ。やっぱり根性、根性で、そういう

ものがまだスポーツ会にはないとは言い切れないんですね。ですから、そういうものを

払拭していく努力というのは、これは幾らやってもやり過ぎることはないんですよ。

それから、心臓震盪に関して言いますと、私も子供のときには野球をやりました、下

手くそでしたけども。そのときに言われたのは、ボールは体でとめろと、後ろに反らす

なと。だから、ミットに当たらなかったら体に当ててとめろと言われました。これをや

ると、まさに心臓震盪を起こすんだそうです。それでこのごろは、そういうことの対策

、 。をやっている人たちは 体で受けろと教えるなというふうに変わってきているそうです

これは、ボールを後ろに逃がすよりは死んじゃうほうがずっと大変ですからということ

なんですね。そういうふうにやっぱりいろいろな情報は入ってくるんです。準備体操の

仕方だって随分変わってきているようです、私は詳しくありませんが。

それぞれの分野、分野でまたいろいろ違いもあるでしょうけども、そういうものがあ

ります。昔は遠足に行ったときには、途中で水飲んじゃいけない、疲れるからと言われ

ました。今は水分の補給をしないと、これは大変な脱水症状を起こして大変なことにな

ると言われて、東京マラソンを初めとする市民マラソン、みんな水を飲んでたら、今度

は水中毒の話が出てきました。水分をとり過ぎると、それによってひっくり返るんです

ね。そういう話も今、最新の話としては出ているそうです。

そういうふうに、新しい知見というのはどんどん出てくるんですよ。そういうものを

きちっと取り入れながら指導していくというのがまさに、こういう体育指導委員などと

いう方々のお仕事の大きな部分ではないかというふうに思うわけです。技術の向上だけ

がすべてではないと、そのように思っておりますので、ぜひそういう点をきちんと行っ

て、今のところそういうものはないようですから、ただ、10年まではたってないと思い

ますが、練習のし過ぎで膝を痛めて、相当に将来を嘱望された生徒が選手生命を絶たれ

たのを私、目の当たりに見ております。そういうのも全くないわけではないと思います
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ので、この点についてはやはり、事故が起きてから体制をつくるのではなくて、今のう

、 、 、ちに 何にもないうちにやっていただきたいと そのように切に思うわけでありますが

いかがでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） スポーツ障害の件につきましては、先ほど私も少し触れさせて

いただきましたけれども、間違った指導法というのが従前にはかなりあったというふう

に認識しておりますし、スポーツ障害等については、教育大学にも専門の先生もいらっ

しゃいますので、この点については、研修会等を開く、そしてまた、先ほど申し上げま

したけれども、指導者等には管内で開かれるそれぞれの種目の研修会の中で、スポーツ

障害についての知識は提供されているというふうに認識しておりますけれども、スポー

ツ少年団だけがスポーツ指導者じゃありませんので、そういう意味では、今申しました

体育指導員含めて、それぞれの団体の指導者、体育協会等にも声をかけて、スポーツ障

害の研修については深めてまいりたいというふうに考えます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 よろしくお願いします。

あともう１点、それは、今、カナダですか、そこでパラリンピックが行われておりま

すね、冬季のパラリンピックです。障害を持っている人の、あるいはハンディを持って

いる人のスポーツですね。これについては、厚岸町ではほとんど、その情報の提供もな

いし、そのようなもちろん大会もないし、それから動きも今のところないんじゃないか

というふうに思われます。余り私、聞いたことないんです。

相当前に、全道のだったと思うんですが、社会福祉協議会主催のそういう障害者運動

会か何かがあった記憶があります。それは鮮烈な印象を受けたんですが、全盲の方が１

人で、結局、その種目に１人しか出場してませんでしたが、走るのに、いわば中心にく

いがあって、そっから10メーターだか20メーターだか忘れましたがひもがついていて、

それを片手に持って、円運動で走るんですね。そういうのがありまして、ははあ、なる

ほど、こういうものもあるんだというふうに私、鮮烈な印象を受けたんで、そのことを

覚えてるんですが、ほかにもいろいろありましたがね。それで、それぞれの、障害者の

場合には個性が強いですから、それぞれいろいろあるんですけども、やはり、その障害

の類型、程度に応じたいろいろなスポーツがあります。また、健常者と障害者が一緒に

なって競うことのできるスポーツもあります。どうかそういうものについて情報を入手

し、そしてそういうものを普及させ、障害者の皆さんが少しでも部屋から外へ出て、運

動を楽しめるような町にしていただきたいと、そういうふうに思うんですが、いかがで

しょうか。

●委員長（音喜多委員） 体育振興課長。
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●教委体育振興課長（髙根課長） 障害者のスポーツの参加の機会の拡充といいますか、

そういった部分でございますけれども、総合計画と中期計画にも障害者の方がスポーツ

の参加の機会の拡充ということで記載させております。したがいまして、今後、例えば

障害者の方のスポーツが 何がやりたいとか あと場所はどこでやりたいとか そういっ、 、 、

た部分も含めてアンケート調査等をとって、それは福祉課とも連携をとって、そういっ

た中で障害者の方のスポーツの参加の機会の拡充といいますか、そういった部分で取り

進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。

（ 結構です」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） この目、ございませんか。

進みます。

３目温水プール運営費。

４目学校給食費。

10番。

●谷口委員 学校給食センターが建設されるということで、これ、建設工事期間はいつか

らいつを見ているんですか。まず。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） ２カ年で計画いたしておりまして、できるだけ今年度中に、で

きれば10分の１程度を着工し、平成23年度の11月ぐらいまでには終了させたいというふ

うに考えております。

●委員長（音喜多委員） 10番。

、 、 。●谷口委員 今年度中は そうすると基礎ぐらいということですか 予定されているのは

本体工事には、上のほうには行かないと。10分の１なら基礎のくい打つくらいかな。専

門的にわかりませんので。

それで、結果的にはそうすると、今年度中は全期間通して給食センターを使って給食

はできるということですね。現在の給食センターを使って、新年度は、22年度は。

●委員長（音喜多委員） 管理課長。

●教委管理課長（須佐課長） 現在の給食センターは、新しい給食センターができるまで

使っていこうというふうに思っています。

現在の工期の予定ですけれども、22年度では設計をまずやるのと、本体工事に関して

は１割程度の事業に入っていきたい。建築主体工事、電気設備、それから管設備など含

めて、全体の事業の１割程度の事業を22年度中には行いたいという考えでおります。
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●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 そうすると、今の説明では、22年度については現在の給食センターで全部や

ると それから 23年度はどうなります 一部 聞いたところによると 現在のセンター。 、 。 、 、

で使っている調理器というんですか、私、専門的によくわかりませんけれど、機械等を

新しい施設でも使えるように考えているというような話も聞いているんですけれども、

そういう方向なんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 管理課長。

●教委管理課長（須佐課長） 当然、今センターで使っている備品、設備も、使えるもの

は使っていく考えで設計を組んでいきたいと思っています。したがいまして、若干の期

間は、その設備を動かすために別な形での給食の提供ということを考えなければならな

いこともできてきますが 最大限 冬休みを使ったり そういった期間を使いながらやっ、 、 、

ていこうと思っていますので、なるべくそういう支障の期間を少なくすることは考えな

がらやっていきたいと思っています。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 今、それを予定している機械等はどういう機械で、それから、それを移設す

るのにどのぐらい期間がかかって、実際に新しい給食センターが稼働するまでの間とい

うのはどのぐらいかかるのか。それが全部うまくいきませんと、移設してその機械を動

かすということはできませんよね。それから、古い給食センターはそれまで使いますよ

ね。そうすると、古い給食センターで、当然、その間、その機械はもうなくなるわけで

すから、どのくらいそれに影響を受けるんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午後５時03分休憩

午後５時06分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

管理課長。

●教委管理課長（須佐課長） 再利用しようと考えているものは、給食用の冷凍庫、蒸気

消毒保管庫など、それからフードスライサーとか、さいの目カッターとか、ガスのフラ

イヤーとか、かなりの機械を持っていこうというふうに考えています。
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（ 何か、言われてもさっぱりわかんないんだけど」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 いろいろ言われて、私、そういう調理員の免許持っているわけでもないし、

勉強したこともないのでわかんないんですけど、結果的に、この機械が、今、何種類か

言いましたよね。そして最後になどもつきましたから、そうすると、そのなどというの

はどのぐらいあるのかわかりませんけど、再来年のことは今から心配すんなと言われれ

、 、ばちょっとあれなんですけれど この機械というかそういうものを取り外して移設して

また使えるように調節してと。そして、全体ができないと給食センターは動きませんよ

ね。そうすると、その機械、今、課長の説明では、夏休みは、したって10分の１しかで

きていないところに、だから結果的に、そうなれば冬休みが勝負かなというふうに見え

るんですけど、例えば学校給食をとめなければならない期間というのがどのくらい出る

可能性があるのか、ちょっと説明してください。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 委員おっしゃるとおり、23年度に工事をどのような工程で行っ

。 、 、 。ていくかと その中で 今お話ししたもののうち 後から入れれるものも当然あります

ただ、あらかじめ建設段階で壁にはめ込まなければならないというような種類のものも

出てまいりますので、そういうものが出てきたときに、それを抜きにしても給食が提供

できるか、あるいは、どうしてもこの部分がないという中で、何日間か給食を休まなけ

ればならないというものを含めて、工事工程がまだこれからでございますので、できる

だけ支障のないようにというふうには考えてますし、我々の中では冬休みを使っての移

設。ただし、今言ったように、工事工程の中に埋め込まなければならないようなものに

ついては、あらかじめとらなければならないという中で、どれだけ給食を出していける

、 、 。かというのは 今後 詳細を詰めていかなければならないというふうに考えております

●委員長（音喜多委員） ほか。

15番。

●石澤委員 11番議員が一般質問で聞いてたんですけど 本当にあの場所でいいんですかっ、

て私、思うんですよ。今の給食センターでつくっているというか、古いということもあ

るんですけども、すごく気を使ってて、桜の枝が伸びただけでも何かあるんでないかと

いって桜の枝を切ってもらうとか、それだけでも神経使ってつくってるんですよね、給

。 、 、食センターで働いている人たちは それが新しい場所だからいいというだけで 周りに

私も酪農やってますからあれだけど、共済組合がある。こっちに生コンのあれがある。

何であそこなのかなって本当に思うんですよ、どうしても。

いろんな、排水とか何とかって言いますけども、宮園の工場の跡地だってあるだろう

し、あそこにどうしてかなというのが納得がいかないんですよ。もっと考えられないの
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かなと思うんですけど、共済組合をあそこから動かしちゃうぐらいの気持ちであそこに

建てるのかなと思ったりもするんですけど、その辺がどうしても納得いかないんですけ

ど。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 候補地のとき、一般質問でもお答えしたんですけども、一つに

は、住宅地域と言われる土地の利用区分の中には、建設できない種類のものだというこ

とが一つです。ですから、そこの部分につきましては、今考えられる中でお話しする中

では、例えば白浜の、もう一つ奥の心和園の前というふうな部分との比較については、

私どもも比較検討させていただきました。

ただ、給食センターの衛生管理という問題について言うと、決して別に私は農済が隣

にあることが支障になるというふうには考えておりませんし、例えば釧路市の給食セン

、 、 。ターは貝塚にあるわけですけども 当時 後ろに建設会社の工場も隣接してありました

今回の設計の中、もちろん衛生基準にのっとって、要は外から入ってくるものを遮断す

るようなエアカーテン、あるいは、ドックシェルターといいまして、車がただ、今の給

食センターは、シャッターをあけてただつけるだけですけども、今度考えている給食セ

ンターには、いわゆる少しやわらかい、弾力性のあるシェルターのところに車自体の後

部がそのまますっぽりはまり込むような形になりまして、外とは遮断されるような形で

搬入される、ドックシェルターというふうなものなんですけども、そういうものも当然

入ってきます。

これは、うちだけに限らず、給食センターをつくるに当たっては、周りの環境、それ

こそ東京のほうに行けば、もう物すごい数が通っている環状の路線の脇にでも給食施設

というのは当然あるわけですし、いろいろな箇所にあっても、この給食センター自身の

中での衛生基準の中でクリアされているというふうに思いますし、私自身はあの場所が

不適当な場所だという認識は持ってないというところでございます。

●委員長（音喜多委員） 15番。

、 。 、●石澤委員 東京とか大坂とかって 土地がないならいいですよ だけどこの広い厚岸で

何でわざわざあそこなんだって。いや、もう本当にそこに働いてる人が、確かに給食セ

ンターの中では、それだけ今の、いろんな進んでいますし、ちゃんとなると思います。

だけれども、本当に負担かかってくだろうし、いや、何かすごい納得はいきません。そ

ういう説明であれば思うんだけど、もっといろんな形でなかったのかなというのが、前

もっていろんな形で 説明とか もっといろんな話を聞いて決めてもらえたらなって思っ、 、

たんですけども、ここで決めるだけしかないみたいな形で出てくればどうしようもない

のかなと思いますけど どっちにしてもやっぱり納得いかないですね それは 何かあっ、 、 。

たら困るかなと思いますけど。

●委員長（音喜多委員） 答弁ありますか。
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教育長。

●教育長（富澤教育長） 委員おっしゃるのは、農済センターの隣ということが非常に大

きな位置を占めているのかなというふうにお伺いするんですけども、農済センターは農

済センターで、もちろん衛生管理、万全にして行っている。今でも多くの住民が周りに

居住しているわけですから、その衛生管理を私たちが云々するものではないというふう

に考えますし、今言ったように、給食センター自身の中での衛生管理で、外との遮断に

ついては充分に配慮されているというふうに認識されております。ぜひこの点について

はご理解をいただきたいというふうに思います。

●委員長（音喜多委員） 15番。

●石澤委員 別に農済が菌まき散らしてるとか言っているわけじゃないんですよ。そうい

う意味ではないです。ただ、もっといろんな人の意見を聞いてほしかったなって、ただ

思っただけです。だから、いいです。

●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長（若狭町長） お許しを賜りたいと思いますが、今、教育関係所管の課題でやって

おります前に、私は学校給食センターの設置者という立場でもございます。そういうこ

とで答弁をお許しいただきます。コメントするので、よろしくお願い申し上げたいと思

います。

このたびの学校給食センターの移転、新築につきましては、ご承知のとおり、平成15

、 。年１月に食中毒が発生いたしまして 約児童生徒700人が対象に相なったわけであります

これは、学校給食センターが原因じゃなかったんですけども、そういうことで、文部省

からも視察に来たり、調査に来たり、いろいろと指摘を受けたところであります。これ

は学校給食センター自体も指摘を受けたわけであります、原因はそうでないですけれど

も。

そういう中で、このたびの移転、改築につきましても、過去を振り返りながら、まず

安全第一の確認で設置をしていただきたい。二度とこういうことが起きてはならんとい

う気持ちを教育委員会にお伝えをいたし、教育委員会としては、その場所が適正である

という立場で私は場所を選定したと、そのように感じておりますので、ご理解いただき

たいと存じます。

●委員長（音喜多委員） ほか、ございませんか。

13番。

●室﨑委員 先ほどちょっと食育の話をしたんですが、今回の給食センターを新しく建て

るということに関して、食育という観点からどのような検討があったのか。議員協議会

でさらさらっとした説明がありましたけれども、そのときにおっしゃったのは、一番金
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のかからない方法でやる。金、金、金。その次にあったのは、職員の労働条件。この２

点だけでしたね。食育の「しょ」の字も出てこなかった。甚だ不思議なんですよね。

まず、先ほど言ったように、少なくても教育行政の最も基礎にあって、全体を支える

、 、この食育という観点から 給食のありようはどうあるべきかというような問題について

どのような検討をしてきたのか。まずその点をお聞かせいただきたい。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長 富澤教育長 食育の観点から給食を考えたとき 一つには まず地場産品等々（ ） 、 、

、 。の活用を図る中で できるだけ近隣から調達できるものを利用しながら進めていきたい

それとまた、前のお話でもありましたけども、栄養職員、あるいは家庭科、保健体育の

教員を中心とした食育を進める中で、この給食センターの中に研修スペースを設けて、

子供たちが食する給食がどのようにできているのかを、それぞれ、学校を順番にめぐる

ような形で見ていただくと。いろいろな調理師さんたちが一生懸命衛生管理に注意しな

がらつくっていますよという様子を見ていただく中で、給食に対する認識を持っていた

。 、 、 、だくというふうな部分 そして もう一つは 食育を進める上で一つ問題になったのは

栄養士の基準なんですけども、単独校方式の場合について言うと、栄養士の配置基準と

いうのは、市町村の生徒数が1,000人以上になったときに２名以上になるというふうな基

準があるものですから、中小の町について言うと、複数配置が難しいということがあり

ます。それで、それぞれの学校での食育という部分においても、これについてはなかな

か難しい部分もある。その中では給食センターの栄養士と学校の職員を中心とした食育

を進めるという方法がベターではないかなという考えのもとに行っております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 今のお話は、給食センターというものが先にあって、そこから食育をくっつ

けていくというように聞こえてしようがないんですけどね。私の聞いてるのは、給食と

いうのはどうあるべきかというところでもって、食育という観点からどういう検討をし

たのかと聞いてるんですよ。給食センターに研修スペースをつくりますとか、いや、栄

養士は1,000食以上でないと２名配置できないから、要するに人件費が高くつくと言って

、 。 。いるだけでしょう 今の話で ２名以上置いてはならないという規定ではないでしょう

違いますか。だから、まず、食育という観点からは、どうすれば最も給食のあり方とし

ては、この考え方に適合するのかというような観点からの絵をかいてみたのかと聞いて

いるんです。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 食育についてのいろいろな方策というものについては考えてお

ります。というのは、一つには温かいものを提供していく。先ほど言ったように、でき

るだけ地場産品を提供していく。また、例えば、今でもありますけども、太田のほうで
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いろいろな野菜類を提供していただく こういうものについても 地元のいろいろな方々、 、

から提供いただいているということを感謝しながら給食をいただく。もちろん、食育の

中には当然出てきているんですけども、つくる人への感謝、あるいは野菜をつくる人、

そして食べている動物、植物に対する感謝というふうな部分も食育には大きな部分だと

いうふうに考えておりまして、その部分も今後いろいろな形で反映されるものというふ

うに考えております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 食育という点から考えればですよ、まずその点だけから考えれば、自校方式

がベストだということは、これはだれしも言ってますよね。だから、そういうことは検

討課題にまず載らなかったのかということなんですよ。今の話聞いてると、まず給食セ

ンターという工場をつくるということを前提にして その中に食育という観点をどう突っ、

込んでいくかという話に終始しているんですね。私は、ここに至るまでの検討の過程を

聞いていきたいんですよ どうも話がおかしいですね やっぱり給食センターありきだっ。 。

たんですか。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 平成19年に、そもそも内部検討を行った経過がございまして、

その後、平成20年の６月定例会の中でご質問があって、これについては浜中町との問題

についてお答えをいたしました。平成20年の５月13日ですが、第４回の厚生文教委員会

においてご説明させていただきました。この中で、給食センター以外のことについては

考慮がないのかというお話がございまして、この段階では親子方式等々についても検討

してまいりたいというふうにお答えしたというふうに思います。

それで、内部検討でございますけども、潮見高校、これ以前に言うと、そもそも真龍

小学校建設時には、一緒に給食センターも併設できないだろうかという検討はしたんで

すけども、その建設費が、あのときでいうと、それこそ７億円ぐらい多くかかるという

ふうな試算になって、財源的な問題もあって、これについては断念せざるを得なかった

というふうな事情があります。潮見高校の、先ほどの話で計画をさせていただいたんで

すけども、このときに、武道館、360平米ほどあるんですけども、これを使っての親子方

式というのが現実にあるであろうかというふうに検討させていただきました。ただ、こ

の施設は非常に古いという部分もあって、耐震性を確保する等々の部分、そして、先ほ

ど委員おっしゃっておりましたけども、その検討の中では、やはり建設費の部分で大変

多くの費用がかかってくる。

まず概算の試算ですけども、単独施設として今後やっていくとしたときにはどれぐら

いかかるだろうかというふうな試算では、約11億6,000万円ぐらいを想定しております。

そして、親子給食で二つの施設、湖南、湖北に建設した場合どうだろうかという試算、

これにつきましては、今言ったように、潮見高校の武道館、あるいは厚岸小学校の正面

から左棟の１階部分、この部分を改修してできないだろうかというふうなことを臨時職
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員に試算をさせたんですけども、実はやはり、今の建物の中に建設をするというのは、

既にある給食施設の場合は、今の給食センターでもそうですけども、既にあるものにつ

、 、 、いては 保健所としてはいろいろな指摘 今ある中での改善を指示するわけですけども

これからつくるという中では、空調関係等々を考えると、今の天井高では非常に厳しい

ものもあるし、実際にあそこの中を改修するということを考えるぐらいであれば、それ

ぞれに１個ずつ給食施設を別個に考えざるを得ないだろうという、衛生関係を考えると

そういうふうな結論に達して、その場合においても、約８億1,100万円ぐらいの事業費が

必要になるんではないかと。

また、お金の話ばかりで恐縮なんですけども、職員についても試算をさせていただき

ましたけども、親子方式におきましても、現在の人員から見ると３名程度ふえる。それ

と、もう一つ、先ほど申しました、今はこれ、道費職員として栄養士がついております

けども、この栄養士を置かないで、例えば実施するということも可能なんですけども、

その場合については、独自の献立、あるいは衛生管理上の問題で、やはり違う施設、離

れた施設も管理するということは、栄養士のほうとしても、これはやはり難しいという

ふうな見解も考えますと、栄養士についても、やはり別個にもう１名必要なんではない

かと。今は道教委からの職員ですけども、委員おっしゃったとおり独自に１名を調達す

る必要も出てくるだろうというふうなこともありまして、非常に厳しい状況だという状

況でございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 給食に関してはいろんなところでいろんなふうに書かれておりまして、極端

な場合には給食廃止論もあります。もう既に使命は終わったということを公言する専門

家もいます。それから絶対必要だという方もいます。

私は給食必須論者です。それは、給食をやめますと、給食廃止論者が言っているよう

な家庭でのお弁当に移行するとは限らないんですよね。ほかほか弁当のほうに行っちゃ

う可能性があるんですよ。現に土曜日に学校行事があったりして、給食センターですと

全く小回りがききませんから、その日は給食が出ないんですよね。そうすると、子供に

、 。1,000円札１枚渡して これで好きなもの買って食べなさいという親が非常に多いんです

これは、私の子供が小学校、中学校に通っているときからそうでした。それで、ＰＴＡ

会かなんかでそういう話をしたこともあります。そうすると、大抵の、私よりは若い世

代の、主にお母さんたちでしたが、何せ子供がそう要求するからと言うんですよね。そ

れで私は、そういうふうに育てたのはあなたでしょうと言ったら、その会議がすごく白

けました。本当のことを言うと白けるんだなと思いました。

、 、 、それで そういうものを補っていくために 単に栄養とか何とかいう問題じゃなくて

食生活そのもののあり方ですよね。そういう意味での給食というものの果たす役割は非

常に大きいというふうに私は考えるので、食育という点を第一に置いた給食のあり方と

いうものを探っていかなければならないと思っているんです。

それで、いろんな話がありますけれども、自分の体験をつづっている人の中に、でき

上がる過程でにおい立つおいしそうな香り、わくわく感、調理員さんの存在、栄養士さ



- 359 -

んの存在、机に運ばれるまでの過程が見える。あの給食室であのおじさんが運んでくれ

た食材から、みんなで一生懸命つくってくれていたものを目の当たりにしながら食べる

給食は生きた教材でしたと、こういうようなものがあるわけですね。これはまさに自校

方式のいい点を書いているんだと思うんです。それが給食センター方式でどこまで補え

るかという問題なんですが、いかがでしょう。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 先ほども申し上げましたけども、給食センターの規模自体はそ

んなに大きなものではないというふうに私自身は認識しています。というのは、1,000食

以下の給食提供ということになると、札幌市でいうと１校の給食、あるいは中学校含め

て２校の給食程度ということだろうというふうに考えています。ですから、例えば先ほ

ど言ったような地場産品をとってきて、それを給食に出す。このことについては、実は

、 、 、昨年も一部カボチャではあったんですけども 一昨年 太田農協から提案がありまして

種はまくと、収穫は自分たちでしないかというふうな話でご相談がありました。そのと

きは給食センターもぜひいただきますということで、職員が行って、抜いてきて、給食

に提供したんですけども、今考えてみると、職員が行くんじゃなくて、これは学校と連

携して、どっかの学校の生徒さんに抜いてもらったらよかったんではないのかというふ

、 、 、うなことも考えるんですけども そういうふうな意味で どういうふうなものがとれて

それが給食になっていくんだというふうな過程については、給食センターでも行うこと

ができると思いますし、温かな、つくっている過程がという問題については先ほど申し

たとおり、それぞれの学校にぜひ、多くの研修機会を設けて見に来ていただきたいと思

いますけども、食缶についても、現在は65度以上２時間以上もつという食缶が通常でご

ざいます。そういうものを利用したときに、温かなものを提供するという部分について

は、この規模の、町内の問題としては充分果たせるんではないかなというふうに考えて

おりますし、給食センターでできる範囲の食育については実施してまいりたいというふ

うに思います。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 大変に補うのは苦しい部分もあるということは言えると思うんですよ、別の

工場なんですから。これ、工場ですよね。給食センターというのは工場なんです。それ

で、場所の選定のときにもそれで苦しんだというふうに聞いてます。いわゆる住宅地域

に工場はつくれないということで、ここどうかな、やっぱりだめだという話があったと

いう話も漏れ伺っております、正式には何も聞きませんけれども。

それで、1,000食程度のものだと。だから、都会でいう給食センター何万食なんていうの

をつくるのから見たら、問題になんないだけ小さいというのがよくわかるんです。そう

すれば、今、親子方式なら橋のこっちと向こうにつくらなければならないということを

前提にしてましたけども、ここでちょっと発想を変えれば、親子方式で一つでもできる

範囲なんですよ、規模からいったら。すなわち、札幌あたりの自校、親子じゃないです
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、 、 。 、よ 自分の学校だけの数と大した変わんないんですよね 厚岸町全体でも そうすると

、 、例えば先ほど来 話になってました今の潮見高校の校舎の脇にこういうものをつくって

学校とつなげばいいんですけども、そして、これは親子方式の給食施設ですと言ったら

。 。工場にならないんですよね そういうような形での検討というものはできないんですか

それとも、そんなことは絶対に認めないというふうに、何か許可権限を持ってるほうが

言ってるんですか。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 基本的には親子給食についても工場であるという見解をいただ

いております。それが絶対かどうかというのは、それは許可する北海道の建築の部分の

方の見解ということになるわけですけども、ただ、その中で考えるのは、僕らも、委員

おっしゃるとおり、武道館のところに例えば給食センターが建つ可能性はないだろうか

という部分も検討したんですけども、一つには、もちろん学校敷地内に、今の考えでは

工場としては建設できないというふうな部分もありますし、強いて言えばそういうふう

に行っても、そこの学校はそうかもしれないですけども、ほかの学校についてはなかな

か例えば、どうなんでしょうかというのもあると思うんです。やはり、例えば真龍中学

校の給食施設が見学場所になる、それ自体が悪いわけではないですけども、私どもも検

討させていただいたんですけども、やはり今の施設の部分のほうを選択させていただい

た、用途の問題が一番大きな要素だったということです。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 用途というのは、地域用途規定の話ですか。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） そうです。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 そうすると、親子方式の場合には工場になるからだめだというのは、札幌な

んかの場合には親子方式でやってますよね。住宅街の真ん中に学校があって、そこんと

ころでつくったものを隣の学校に持っていってるような例があるでしょう。そういうも

、 、 、 、のを含めて 相当程度に当たるんじゃなくて さらっと聞いたらうまくないよと ああ

そうですか。それじゃあ何となく向こうにやりましょうというようなことだったんです

か。

●委員長（音喜多委員） 教育長。
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●教育長（富澤教育長） いえ、この点についてはかなり詳しく聞いております。札幌市

あるいは函館市、この二つの市が主に親子方式をやってるんですけども、この両市につ

いて言うと、学校の附帯施設というふうに考えるというふうに見解を言っているんです

けども、釧路管内の場合については、そうではないというふうに伺っております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 そうすると、釧路管内のほうの担当者は給食センターをつくれと、親子方式

はだめだと言っているように聞こえるんですよね。札幌や函館の場合には親子方式は認

めるけれども、こっちではなるべく認めたくないと、そういうようなふうにも聞こえる

んですよね。そういうような印象を受けたということですね、教育委員会としても。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

（ ） 、 、 、 、●教育長 富澤教育長 印象を受けたというか ただ 親子方式というのが 極端な話

札幌の場合は、たしか２校から３校程度だったというふうに考えます。実際に、例えば

今回、学校敷地内にその物をつくるとなったときには、当然、全校というふうな形に考

えられるわけですから、これをもって親子方式と言うかというと、これは親子方式では

。なくて給食センターであるというふうな認識に立たざるを得ないのかなという見解です

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 そうすると、今のお話を聞いていて、非常に好意的に解釈すると、食育とい

う観点から自校方式なり親子方式なりをできるかどうか模索はしましたと。しかし、万

。 、 。策尽きましたと それで 次善三善の策である給食センターをつくらざるを得ませんと

その場所としては、隣ではコンクリートをつくってて、車がどんどん出入りして粉じん

も上がるけれども、今はエアカーテンだとかいろんな立派な設備があるから心配いりま

せんよ、あそこに決めましたというのが一連のストーリーということになるというふう

に理解すればよろしいわけですね。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 親子方式の検討については、今申し上げたとおりです。

給食センターの用地の選定に当たりましては、一般質問でもお答えしたとおりに、情

報館横の敷地、あるいは白浜の心和園前等々も検討していたわけですけども、前の答弁

にもありましたけども、災害等の問題もあって、情報館横敷地については災害時等に給

食を提供する可能性があるとしたときに、適地ではないだろうという判断に立たせてい

ただきましたし、心和園奥のほうにつきましても、これにつきましては、どの程度の違

いが出てくるのかという部分について、概算ですけども計算をさせていただきました。

この中では、前回にも少し触れさせていただきましたけども、浄化槽の問題、排水処理
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施設の問題等々ございまして、全体としては2,200万円程度の増になるのではないかとい

うふうに感じられます。このような状況があるものですから、私どもとしては、予算的

にも安価な現在の部分を選定させていただいたところでございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 そうすると、これでやめますが、心和園のほうが2,200万円ほど増になると。

先ほど単独で11億6,000万円というようなことを言ってましたので、これに2,200万円ぐ

らい足したのが心和園のほうにつくったときの値であるというふうに考えればいいんで

すか。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 共同調理場としては５億6,900万円を考えておりまして、これを

心和園横のほうに建設した場合については５億9,100万円程度になるものというふうに試

算しております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 先ほど11億6,000万円ぐらい単独でかかるというふうに聞いたんですが、そう

ではなかったんですか。親子と単独との何か比較をしたときのです。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

（ ） 、 。●教育長 富澤教育長 先ほど言った単独というのは 単独校方式の試算でございます

あと、もう一つ、二つ言ったのは、センター方式と親子方式の差ということでございま

す。

（ それはしないということでしょう。わかりました」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ほか、ございませんか。

では、進みます。

11款、１項公債費、１目元金。

２目利子。

３目公債諸費。

12款、１項、１目給与費。

６番。

●佐斉委員 ここでちょっと、時間もありませんので。

先日、テレビ、皆さん見ている方もいると思うんですけど、朝ドラで給料のお手盛り
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というんですか、例えば課長、部長は１名ぐらいしかいませんね。それで、１人ででき

ないから、係長は給料だけは課長あたりにしてとかと、何かこういう、役所では渡りと

いうんですね。そういうのは厚岸町でもあるのかないのか。

それから、特殊業法でございます。これを見ますと、特殊勤務手当は、野犬、それか

ら牧場管理、ハチの巣駆除とあります。そのほかに何かあれば教えていただきたい。

それから、通勤の距離ですけど、一番遠いところで、どのくらいの距離でどの辺から

通っておられるのか、３点ほどお聞きします。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

委員ご質問の３点についてでございます。委員のご指摘の言葉を使わせていただきま

すが、渡りというところでございますが、平成19年に10級導入し、新給料表、現在の給

料表になってございます。そのとおりの、要するに給料表に当てはめて、委員ご心配な

されておられます渡りというものはございません。

それから、通勤手当でございます。一番遠いところは釧路市でございますが、今、釧

路市からの通勤者が６名、それから釧路町が４名というデータで、現在10名、一番遠い

ところですから釧路市になるかと思います。

それで、通勤手当の額が…。

（ いや、金額はよろしいです」の声あり）「

●総務課長（佐藤課長） それから、特殊勤務手当につきましては、ちょっと今、資料を

お持ちしますので、お待ちいただきたいと思います。

（ 時間かかる」の声あり）「

●総務課長（佐藤課長） 特殊勤務手当、すぐに。

（ ああ、そうですか」の声あり）「

●総務課長（佐藤課長） ちょっとお待ちください。

済みません。職員の特殊勤務手当に関する条例の第２条に規定されてございまして、

まず特殊勤務者の括りとして、野犬掃討等業務手当、防疫等作業手当、牧場管理業務手

当、ハチの巣駆除作業、夜間業務手当、医学研究業務手当ということで、６つの特殊勤

務手当が現在、条例に書かれております。

●委員長（音喜多委員） ６番。

●佐斉委員 通称、渡りというんですか、厚岸町にはないと。
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それで、テレビの中は物すごく多いですね。ですから、あれでもって。これはないん

だけど、特殊手当について、そうすると、だから、家族手当がゼロで特殊手当ががばっ

と出ているという、そういうようなやり方をして。そうしたら総務省からかなり法律違

反だということでお叱りを受けたけど、なかなかそれが改善しないんだということが、

そのあれは、大阪だか福岡の新聞であったんですか、そういうのが出てましたけど、そ

ういうことで聞いたわけです。

それから、特殊手当は、意外と厚岸町の場合は、本当に、規制しているノイヌやら出

るんですね。住民受付の住民課まで特殊手当をつけている。なぜそんなのつけるんだっ

、 、 、 。て言ったら その 町民と接するのに危険な人がいるから そういうのも出てましたね

それから、通勤なんだけども、釧路市、いろいろ事情があって来るんでしょうけど、

例えば災害があった場合に、例えば職員の場合は一番先に役所に入りますわね。そうい

う場合、例えば釧路市だとかって、釧路から来られる方は車だとどういうふうに使う、

そういう人たちって。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答えします。

現在、釧路市内から通勤されている方は、基本的に私用車でございます。ですから、

災害等緊急時にあっても、道路が通じている限りは私用車、もし道路がどこか寸断され

たとなれば、要するに公使車等になりますが、それはその状況に応じて取り次ぐことに

なると思われます。

●委員長（音喜多委員） ６番。

●佐斉委員 余り言いたくない。

、 、 、そうすると 同じ職員でも近くの方はすぐ来て お手伝いしたりなんかするだろうし

通勤する人は通勤手当もらっているけど、なかなか遠いから来られないというふうな不

公平が出てきますわね。これは理由があって先に着くんで仕方ないですけど。その辺は

どうなんですかね。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） 要するに時差、一番、私、公用車で60キロほどで、法定速度で

釧路支庁に行っても、ちょっと裏道が今ありますけど、通常のあれで48分から50分で釧

路支庁に着きます。それを起点として、50分としますか。50分の時差はございますが、

それは、50分で来るのか、例えば私が10分で来るところを着がえるのに15分かかって25

分かかるのか、この時差はあると思いますが、それはそれで、居所がそこでございます

ので、そういうことの時差があるので、要するに居所を厚岸にしてくださいということ

を強要できるものではございませんので、ご理解を賜りたいと存じます。
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●委員長（音喜多委員） ６番。

●佐斉委員 そうすると、あれですね、これは通勤の、うちから出て、役所に着くまで、

それから役所からうちに帰るまでの間に例えば災害があった場合は、それは補償はどう

いうふうに考えますか。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） 通常届け出されている経路で通勤されている場合については、

通勤途上の公務災害という扱いになります。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 嘱託職員賃金ということでお聞きしたいんですけれども、まず、最近は一般会

計の予算書、全部そうなんですけども、臨時職員賃金の数というのが大変、どこの品目

にもあって、すごい数、臨時職員を扱っているんですけれども、社会的には臨時職員と

いうのは非正規労働者と同じと分類していいのかなと思うんですよね。国や何かは、非

正規労働者の解消というもので、できるだけ一般企業のほうにも非正規労働者の正規雇

用というものをやってもらいたいということで、さまざまな雇用対策とかというような

事業も使いながら行ってきておりますよね。厚岸町においてもやはり、本当に２、３カ

月、繁忙な時期の臨時職員というものはそれには当てはまらないでしょうけれども、少

なくとも１年近く、１年とは言いません、１年埋まるという人はなかなかいないかなと

も思うんで、部署で職員の配置が足りなくて、臨時を雇わざるを得ないようなところと

、 、 、 、いうものは やはり その人方の生活の安定というものも考えたときには できるだけ

正職員とまでは言いませんけれども、嘱託職員なり、そういうようなもので生活の安定

を図っていくべきじゃないのかなというふうに思うんですけれども、その点については

どう思いますか。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

委員ご指摘のとおり、例えば臨時職員、先般、教育長のほうから答弁ありましたが、

嘱託職員、それから非常勤職員、いわゆる臨時職員、この３種類に分かれるということ

で、今、委員ご指摘の、要するに、例えば10人に当たって臨時職員として、例えば臨時

職でありますと、単価はたしか6,030円だったかと思いますけれども、いわゆる非正規、

役場で言う臨時職員について、たとえば12月必要だということについて、そういう運用

、 、 、があるとした場合は それは当然 数年にわたってそういうことが起きる部署であれば

それは定雇いをするべきだと、私はそう思います。ただし、定雇いは、正職員を配置す

るのか、それから嘱託職員にするのか、非常勤職員にするのか、これにつきましては、

人事異動等の関係もあると思います。その辺を勘案した上で、いわゆる臨時職員として
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、 、 、 、任用した場合に 通年 12月ずっと必要なんだという場合につきましては それは当然

正職員が不足することであって、臨時的なものでなくて複数年にわたるということは、

当然、定雇いをすることが必要であるということと考えます。

したがいまして、そういうことを勘案しながら、委員ご指摘の通年、いわゆる複数年

、 。にわたるような臨時職員については 正職員の対応がまず第一義的にあるかと思います

それ以外について、定雇いが必要なようなそういう部署につきましては、しかるべき段

階というか、そういうことを考える必要があるのではないかと担当としては考えており

ますので、ご理解賜りたいと存じます。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 それで、例えば嘱託職員が今まで配置になっていた心和園とか、あと学校公務

補とかもそうなんですけれども、今回、この４月から臨時職員としての募集というもの

に変わっておりましたよね。ということは、今まで嘱託職員として定雇いでよかったと

ころなんですけれども、それを臨時職員にしたということは、勤務形態が何かしらそれ

で変わるのかというふうにも思われるんですけれども、実際、今、心和園の嘱託とか公

務補の臨時職員と今までの嘱託職員との勤務形態については何かしら変化があるという

ふうになるんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） 特定の名前というか特定の部署ではなくて、一般的にちょっと

お答えしたいと思いますが、今、心和園という言葉が出ましたので、それじゃあ心和園

ということで申し上げますと、嘱託職員で対応しておりまして、一部ローテーションの

関係で、嘱託職員も、いわゆる休暇等もございます。その際に、ローテーションでどう

しても、要するに例えば長期休暇等に当たる職員が出た場合、その嘱託職員で間に合わ

ない場合についての、いわゆる代替職員としての臨時職員の任用があるというふうに認

識しておりますので、ご理解賜りたいと存じます。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 ですから、臨時職員を雇う。本当に、非正規労働者でも、先ほど課長のほうか

らも、できるだけ定雇いの方々については通年の雇用のほうを、人事配置ができなけれ

ばそういうことでもということで答弁されましたけれども、本当に、実際に臨時職員の

。 、 、 、方々というのは生活が不安定なんですよ 特に 例えば半年後とか ですから10月とか

この３月となると、本当に不安な毎日、面接した後、結果が出るまでは、４月からの自

、 。分方の生活がどうなるのかわからないというような 本当に不安になる中なんですよね

実際にはそうやって１年近くも、臨時職員というのが常に、かわりながらでも人が配置

されるような場所。それなのに、そういうふうな形で、毎年、毎年、不安な中で生活と

いうものを強いられている人方というものがいるものですから、やはりそこら辺のとこ
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ろは、給与費全体では、確かにそれは上がってしまうのかもしれませんけれども、嘱託

職員なりに。ただ、やはり雇用の安定をすることによっての、また地域経済にとっての

、 、プラスメリットというものもあると思いますので そこら辺はぜひ検討していただいて

次年度以降なりの採用計画なりをつくっていってもらいたいなと思うんですけれども。

●委員長（音喜多委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） これは、今定例会で過日の議論にもそういうお話があって、私

のほうから人件費比率の問題、一般会計で22.3％ですか、当初予算で、そういうような

状況になっていて、しかも正規の職員の退職者を100％充足できている状況には、ここ数

年、実はございません。６割とか、そういうペースできて、人件費の削減等を図ってき

たということなどを勘案しますと、今、２番委員の意図するところというのは充分承知

をしておりますけれども、なかなか難しい状況ではあると。

ただし、先ほど言いましたように、この会計ではございませんけれども、特別養護老

人ホームの嘱託職員化というのは、増床に伴って24時間の勤務が必要であると。夜間勤

務も必要になってくるということを勘案しますと、一般的に定数外職員の臨時というこ

とで対応はできないという判断をさせてもらって、定雇いというような形でそういう待

遇を考えたということでございます。

それぞれの部署でさまざまな事情があって、臨時職員を雇うということでありますけ

れども、できる限り正規の職員を充足していきたいというのが今できる最大のことかな

というふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

（ いいですよ。余り言ってもあれだから」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ほか、ございませんか。

進みます。

13款、１項、１目予備費。

次のページ、352ページから356ページまでは給与明細書であります。

ございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） なければ、以上で歳出を終わります。

次に、１ページ、第２条、継続費について。

６ページの第２章、継続費と357ページ、継続費に関する調書。

ございませんか。

（な し）

（ ） 、 、 、 。●委員長 音喜多委員 なければ 次に 第１ページの第３条 債務負担行為について
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７ページの第３章、債務負担行為と358ページから361ページまでの債務負担行為に関

する調書について。

ございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） なければ、次に、１ページの第４条、地方債について。

８ページの第４章、地方債と362ページ、地方債に関する調書について。

何かございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 次に、１ページの第５条、一時借入金について。

ございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

、 、 。本案は 討論を省略し 原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ご異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

本日の会議はこの程度にとどめ、明日に審査を行いたいと思いますが、これにご異議

ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ご異議なしと認めます。

よって、本日の委員会は、これにて閉会いたします。

午後６時12分閉会

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。
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平成22年度各会計予算審査特別委員会
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