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開議 午後 １時５０分 

    ◎開議の宣告 

〇水沢議長 ただいまの出席議員は16名です。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 議事については、配付しております日程表により進めますので、よろしくお願いをいた

します。 

 

    ◎日程第１ 議案第３２号 

〇水沢議長 日程第１、議案第32号 平成18年度浦幌町一般会計予算を議題といたします。 

 昨日、14日に引き続き審議を続けます。 

 次に、10款２項小学校費までの説明を求めます。 

 教育次長。 

〇後藤教育次長 88ページをお開きください。10款教育費、１項教育総務費、１目教育委

員会費、この目は教育委員４人の報酬、費用弁償、交際費など、教育委員会の運営に要す

る経費でございます。本年度予算額242万5,000円、減の主なものは報酬の単価減、費用弁

償、交際費などでございます。 

 ２目事務局費、教育委員会事務局の運営や職員の人件費などに要する経費でございます。

本年度予算額5,270万3,000円、減の主なものは人件費と19節負担金、補助及び交付金でご

ざいます。19節負担金、補助及び交付金のうち十勝教育研修センター負担金は建築費償還

が平成17年度で終了するため減額となりました。これまでに支出してまいりましたのは、

建築費の２％に当たる1,112万5,000円でございます。 

 ２項小学校費、１目学校管理費、この目は小学校４校、児童数320人、教員32人に係る学

校運営、施設維持に要する経費でございます。本年度予算額6,524万7,000円、減の主なも

のは14節使用料及び賃借料のうち教育用コンピューターの借上料、印刷機借上料、スケー

トリンク管理棟借上料などが634万6,000円の減となっております。17節公有財産購入費で

315万9,000円の減でございます。新規事業として浦幌小学校トイレ洋式化工事12基を行い

ます。この洋式化工事は、既に洋式化されている上浦幌中学校を除きまちづくり計画に基

づき年次で実施する予定でございます。なお、浦幌小学校の工事は６カ所あるトイレのう

ち各２カ所を洋式化するものでございます。 

 ２目教育振興費、この目は小学校４校の教育振興のため事業委託や関係団体への事業支

援に要する経費でございます。本年度の予算額878万5,000円、新規事業はありませんけれ

ども、19節負担金、補助及び交付金の学校経営・教育実践研究事業交付金137万3,000円に

は、中学校のキャリア教育実践プロジェクトに要する経費20万を上積みしております。 

 ３目特殊教育振興費、浦幌小学校に３学級、厚内小学校に１学級置かれる特殊学級に要

する経費でございます。浦幌小学校の内訳は、知的１学級、言語１学級、情緒１学級、厚

内小学校は知的１学級の内容でございます。本年度予算額は30万3,000円です。 
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 ４目簡易水泳プール管理費、厚内小、上浦幌小学校、上浦幌中央小学校に設置されてい

る学校プールの維持経費でございます。本年度予算額110万5,000円、減は上浦幌小学校プ

ール上屋シートの修繕が終了したためでございます。 

 ５目学校保健費、小中学生及び教職員の健康診断に要する経費でございます。予算額294

万2,000円、減は児童生徒、教職員等の減によるものでございます。 

 以上です。 

〇水沢議長 説明が終わりました。 

 質疑を許します。 

 12番、森議員。 

〇森議員 先般教育委員長が教育行政執行方針で述べました少子高齢化であります。それ

で、項目を九つに分けて申しています。その中で小学校の配置計画ですが、小学校の配置

は今後も継続して進めなければならない。確かに減少しているので、私らは当然でないか

と思うのですが、そこらの今までの進捗状況をお知らせ願いたいと思います。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 一昨年ですか、厚内中学校の統合が終わりまして、中学校の方の再配置

は終了したというふうに判断をしております。その際、同じく吉野小学校と常室小学校、

地元の合意を得て閉校、統合させていただきました。残る小規模校というのは、あと３校

ございます。それぞれ児童数が10人台という状況になってまいりました。そういったこと

から、教育委員会としては現在その学校が置かれている児童あるいは児童の減に伴う教員

の配置、それから事務職員の配置が今後どのようになっていくのかというようなことにつ

いて、広報等を通じて、あるいは毎年度ＰＴＡ会の役員等々が教育委員会に見えますので、

そういったところを折あるごとにお話をして、その学校の置かれている状況というものを

ご説明しているわけです。ただ、ご承知のように学校統合というのは、地元の合意という

のが第一ですから、そういった地元の合意がまずなされた上で教育委員会としての判断を

するということが第一義的なことであろうというふうに考えております。したがいまして、

今の段階でそういった当該校の地元に入って置かれている状況あるいは懇談会を開くとい

うことが必要な状況が出てくるかもしれませんけれども、今のところはまだそういったと

ころまではいっていないということでございます。ですから、教育委員会としては、折に

触れて水面下でいろんな情報を提供して地元合意を徐々に形成していっていただきたいな

ということで考えております。 

〇水沢議長 12番、森議員。 

〇森議員 今のお話はわかるのですが、今年、18年度の計画といたしまして、地域、ＰＴ

Ａ、それらの関係者と進めていく予定というのはあるのでしょうか。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 ただいま申し上げましたように、教育委員が、あるいは教育長がその地

域、地域に出張っていくというには、地ならしがやっぱり必要なのだろうというふうに思
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います。そういったことで、地元のＰＴＡあるいは地域の方々、そういったことが熟して、

教育長来てくれとか教育委員さん出張ってくれということになれば、それはもちろん出て

いきますけれども、教育委員会から率先して出ていくという状況にはまだないのではない

かなというような判断をしております。 

〇水沢議長 12番、森議員。 

〇森議員 それで、減少、本当に目の前に来ていまして、それらの状況を実際に把握して、

地域の方も十分それは知っておられると思うのですが、ある程度のこちらからの投げかけ

も必要でないでしょうか。地域、ＰＴＡの方から、そういう部落も入れまして、出てくる

まで余り騒ぎを起こさないというか、そういう話し合いはしないということでございます

かね。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 こういったことは、大々的にやるということよりも、教育委員会として

はこういう本会議場で言うのもなんですけれども、やっぱり水面下でやるということが大

事なのだろうというふうに思います。そういったことがあった上で、向こうからの要請を

受けるという形で出ていくということがやっぱりベターなのだろうというふうに思ってい

ます。決して消極的に扱っているわけではないのですが、やっぱり慎重に扱いたいという

ことが、ご承知のようにこれまでいろんなことがございましたから、慎重にいきたいなと

いうふうに思います。 

〇水沢議長 12番、森議員。 

〇森議員 そういう説明もありましたし、地域との連携もひとつ深めながら今後ともよろ

しくお願いします。 

〇水沢議長 14番、島田議員。 

〇島田議員 ２点ほど伺います。 

 一つは、毎度同じことを言っているのですけれども、学校の耐震度調査についてであり

ます。確かに財源を伴うことから、なかなか調査もままならない状況で、これは浦幌ばか

りでなく、全国的におくれている状況はありますけれども、ただ十勝は地震が多発する、

そういう意味では、とりわけ計画的にといいますか、取り組む必要があるだろうと。まち

づくり計画では、19年度からにはなっているのですけれども、これとて保証はないわけで

すし、ましてや待っている１年の間にそうした地震等が発生することも、予想すれば、危

惧すればいつでも起き得るという状況ですから、前倒しというまではいかないにしても、

ぜひ耐震度調査は早急に何カ年計画の中で実施するべきと思うのですが、それで前にも伺

ったのですが、現在調査の対象校として押さえているのは何校あるのでしょうか。そして、

優先順位と言ったら変ですけれども、についてもちょっと伺いたいのです。 

 それと、聞くところによりますと、従来は学校校舎のみが対象みたいな、法的にはそう

いう措置が、学校が対象になっているのですけれども、体育館というのですか、そうした

施設は含まっていないやに聞きました。何かそれが法整備されるやにも聞いているのです
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が、含めて耐震度調査について教育委員会としてどのように対応されていくのか伺いたい

と思います。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 ご説明申し上げます。 

 学校の耐震度調査、たしか平成15年に最初にご質問いただいたと思います。そのときに、

たしか平成17年度までにやりたいというように私答弁をいたしました。それは、全国の教

育委員会が文科省の要請にこたえて、平成17年度までに当時の文科省はやりなさいという

指示だったわけです。しかし、その当時は各自治体の財政の悪化、それから旧法による町

村合併の振興ということとちょうど並行いたしました。そういったことで、全国的に、特

に北海道がそうなのですが、作業が進まないということで、全体の半分ぐらいしかいかな

かったという実態がございます。本町も同じく財政の問題と、それから町村合併の作業が

並行して進んでいたというようなこともありまして、実際には手がつけられなかったとい

うことがございます。 

 それで、現在対象校として我々が考えているのは、上浦幌中央小学校と上浦幌中学校を

除く４校でございます。４校なのですが、ただいま森議員からお話がありましたように、

学校統合との絡みがあります。その対象校となっている小規模校の学校統合がいつやれる

かということにもよりますので、その４校すべてを対象校として考えているわけではござ

いません。それで、これは先ほど島田議員からご質問がありました優先の問題とも絡むの

ですが、たしか19年度については浦幌小学校をやろうということになっていたかというふ

うに思います。したがいまして、浦幌小学校をやって、たしか20年は浦幌中学校だったと

思いますけれども、そういう順番にいくかなというふうに思っております。 

 それから、ただいま開会中の国会に地震防災対策特別措置法が上程されているというふ

うに聞いております。これは、島田議員もご指摘になっていましたけれども、これまで補

助の対象が校舎のみに限られていたのですが、新たに体育館も加わりました。万が一地震

が起きたときに、一般の住民の方々が避難し、また学校の方で開放するのは体育館でござ

いますので、それで法整備が今国会を通過すれば整備されたかなということでございます。 

 それで、現在上程されている法律の詳しい中身というのはまだ来ておりませんので、ち

ょっとわかりませんけれども、この法律を出した国土交通省、それから文部科学省の意向

では、06年度中に全国の学校をやりたいというような意向を持っているようでございます

ので、要綱の中身を見て、その中でまた判断をしたいというふうに考えております。 

〇水沢議長 14番、島田議員。 

〇島田議員 今19年度、20年度については、浦小、浦中という計画にあるということなの

ですが、これは本来耐震度調査をやらなければならない優先順位とは違いますね。先ほど

次長が言ったように、学校の配置の問題で統廃合とのかかわりで、できればもう少し様子

見たいというところだと思うのです。調査やりたいのはやまやまにしても、いわば廃校を

前にしてと言ったら変ですけれども、統廃合を前にしてやることの不合理性というか、そ
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うしたこともあるのかと思うのですが、ただだからといって校舎の、当然修繕等は行って

はいると思いますけれども、やはり現段階で手をかけなければならないというか、調査も

含めてやらなければならない必要性があるところについては、19年度を待たずして、前倒

ししてでもやる必要があるのではないか。これは、予算上無理という答えしかないのかも

しれないのですけれども、その点については、これは町長になるかな、町長、ひとつ前向

きの答弁をいただければというふうに思うのですけれども。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 私の方からご説明したいと思います。 

 今次長の方から06年度中に、国会が通れば全国の学校で実施をしなければならないとい

うことでございます。こういうことになりましたら、どちらにしても今の耐震調査につき

ましては補助事業ということで実施してきております。06年度中にやれという指示が出ま

したら、その辺についてはやらなければならないと考えております。ただ、この耐震調査

をやった場合、多分すべての校舎で耐震補強をするということになると思います。耐震改

修をすると。この場合は、耐震改修ということは構造的に主要構造部ということで柱、は

り、それから耐力壁ということで、そういうものをつくっていくということになってきま

すので、相当な費用がかかってくるということでございます。調査は、１校300万とか400

万という金額でいきますけれども、それを今度改修するということになりますと、隣の池

田町でも以前やったところでも7,000万近い改修費がかかっていると。今浦幌小学校、中学

校ということで、浦幌でいうと大規模校でございますので、多分億の金がかかってくるの

でないかと思われます。そういうことで、調査については、国の方ですぐということにな

りましたら、それに沿った形で調査をしていきたいと思っております。よろしくお願いし

たいと思います。 

〇水沢議長 14番、島田議員。 

〇島田議員 ぜひ、これはある意味では急を要することでもありますし、先送りしないで、

実施に向けて取り組むよう強く要請していきたいと思います。 

 とりあえず終わります。 

〇水沢議長 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 教員住宅のことで伺ってよろしいでしょうか。今現在教員住宅として供用さ

れて使われている住宅が、簡単でいいのですけれども、どの地区にどの程度あるか、ちょ

っとお知らせを願いたいのです。先に聞けばよかったのですけれども、私そこまでなかっ

たものですから。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 地域ごとにですか、学校ごとでよろしいですか。 

〇阿部議員 そうです。 

〇後藤教育次長 浦幌小学校21戸、厚内小学校８戸、上浦幌小学校７戸、上浦幌中央小学

校10戸、浦幌中学校14戸、上浦幌中学校９戸でございます。 
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〇水沢議長 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 さらに、この修理だとか、それから保全については、恐らく教育委員会がさ

れていると思うのですけれども、現在までの間に、これの中でトイレの水洗化がどの程度

進んでいるかお聞かせ願いたいと思います。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 水洗化の関係ですけれども、水洗化が行われているのは浦幌小学校の教

員住宅と浦幌中学校の教員住宅のうち浦幌市街にある部分でございます。といいますのは、

浦幌小学校につきましては21戸所有しておりますけれども、そのうちの２戸は共栄にござ

いますので、19戸が市街地にありますので、それについては水洗化しております。それか

ら、浦幌中学校につきましては14戸、全戸水洗化しております。そのほかの地域のものは、

水洗化しておりません。 

〇水沢議長 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 単発で申しわけないのですけれども、この間から島田議員から普通の公営住

宅の水洗化云々あったのですけれども、各学校並びに職員の方から水洗化していただきた

いという申し入れというのはなかったのでしょうか。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 教育委員会では、毎年度予算編成前に各学校と、それから教職員組合、

それとＰＴＡ、その３者から要望書が参ります。その中で、教員住宅の関係で一番多いの

は、おふろにシャワーをつけてくれというのが一番多いです。それから、その次に多いの

がやっぱり水洗化です。これは、水洗化、もちろん我々もやりたいし、おふろのシャワー

化もぜひやりたいなというふうには思っていますけれども、特に水洗化について、市街地

はともかく、郡部の学校について、きのうですか、おとといでしたか、同じような議論あ

りましたけれども、地域のその周辺の公営住宅等々とのバランスということで、実際には

進められないという状況でございます。 

〇水沢議長 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 僕直接伺っていないから、はっきり断言はできないのですけれども、やはり

町の中でしたらある程度水洗化ということが進んでおり、その教員住宅以外でも求められ

て水洗化ということが進まれておるのですけれども、やっぱり地区といいますか、我々の

ような郡部と言っていいのかな、そういうところの教員住宅、公営住宅については、どう

してもそういう今次長の言われたようなことが多くて、中には教員住宅に入りたくないと、

別なところから通いたいというわがままな教員の方がいるように聞いているのですけれど

も、そういうことでできれば厚生面におきましては、子供たちの教育を預かる身からも、

学校の近くに教員住宅というのはあるわけですから、私の方はそういうことをある程度進

めていくべきではないのかなと思います。もちろん予算の関係もあるのでしょうが、その

辺について再度伺いたいなと思います。 

〇水沢議長 教育次長。 
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〇後藤教育次長 先ほど申し上げたことに尽きるわけです。教員だけ周辺の住宅に比較し

て非常にいい設備をするということについては、地域の方々から教員ばかり優遇している

というような声も上がりかねないということもあります。そういったことで、教育委員会

としてはぜひつけていただきたいとは思っていますけれども、やっぱり地域の周辺の住宅

とのバランスということも一方ではあるのだろうというふうに思います。 

 それで、ちなみに申し上げますと、先生方の教員住宅に対する満足度といった統計が、

これは北教組から出されているものがあります。平成16年度の統計で見ますと、十勝管内

では上から３番目の満足度をいただいております。そういったことで、決して管内レベル

に劣っているというような状況ではないということだけをお知らせしておきます。 

〇水沢議長 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 満足度イコール教員住宅がすばらしいというふうに、自分たちも同じなので

すけれども、住んでいる場所の聞き方もあるかなと私は思っているのですけれども、やは

り今言われたように地域の、ほかの公営住宅にも配慮しているのだというふうに私はとら

せていただいたのですけれども、きのう島田議員の方からありましたように、やはり公平

性からいうとそうなのかもしれません。でも、やはりどうしてもその場所に住んでいなけ

ればいけないと。転勤もしてきたという中身では、今の満足度が３番目かもしれませんけ

れども、町の中は３番目でも、ひょっとしたら郡部へ行くと３番目でないかもしれないと

私は思っているのですけれども、そういう中で今後やっぱり子供たちの教育を預かるとい

う中で、本当にきのうのことについては私は、島田議員の発言に対しては同情いたしまし

て、ぜひともという気持ちもあります。その次ぐらいには、今回のことについて私もでき

ればなというふうな感じを持っておりますので、今後とも考慮、ご再考願えるようにお願

いをしたいなというふうに思います。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 私どもも立場は、ただいま阿部議員が言われたのと全く同じです。同じ

ですけれども、そういったことにはなかなかならないという実情もございますので、ご理

解をいただきたいというふうに思います。 

〇水沢議長 ６番、野村議員。 

〇野村議員 私も、またトイレの質問になるのですけれども、ここで予算化、計上されて

おります小学校12校の洋式化と。今トイレはほとんど洋式、今さら洋式化という言葉はお

かしいのですよね。また、町内、吉野も含めて水洗化になって、各家庭も全部洋式トイレ

にもう移行されていると。また、新しく建てるところは全部そうだと思うのです。今回小

学校に12基をされるということで、まず最初に、今学校内で和式と言われるのと洋式とい

うのは、どのぐらいの比率で、あえて洋式化ということはどうなのですか、これは初めて

導入なのか、その辺ちょっと私も理解できませんけれども。今後、これに手をかけたとい

うことは、今ある小学校、中学校もそうでしょうけれども、含めて、どんどんこういう形

へ持っていく考え方にあるのかどうか、まずその辺を先にお伺いしたいと思います。 
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〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 最近建ちました上浦幌中学校、それから中央小学校を除いて、すべて和

式でございます。したがいまして、例えば浦幌小学校ですと昭和56年の建物ですけれども、

当時はやっぱり洋式という考え方がなかったのだろうというふうに思います。ご指摘のよ

うに、今どこの家庭でも洋式が当たり前で、子供たちが和式のトイレになれていないとい

うような実態もございます。それで、トイレ行くのを嫌がるとかと、そういうことが聞か

れるわけです。今回浦幌小学校には体育館も含めて６カ所トイレがございますけれども、

そのうちの男女一つずつを洋式化したいというふうに考えております。言われるように、

気持ちとしては全部やってもいいのではないかというふうな気持ちも持っていますけれど

も、やっぱりそれにはそれだけの費用もかかりますので、各ボックス一つずつ、今回予算

化させていただきました。 

〇水沢議長 ６番、野村議員。 

〇野村議員 今答弁の中で今後の考え方もまだ出ていないようで、とりあえず手をかける

ということですけれども、それで次長の説明の中でも、家庭においてはみんな洋式トイレ

が当たり前になってきているのです。子供たちの、これはやっぱり生理的な問題でありま

すし、教育上のいろんな問題も絡んでくると思います。トイレを嫌がる、トイレを恥ずか

しがるということが今小さな子供たちには、やはりそれはトイレの形態が昔の和式がある

ということになれないということもあるだろうけれども、そこでちょっと視点は違います

けれども、先ほども統合の話出ましたけれども、昨年吉野、常室も浦幌小学校に統合にな

りました。いじめの問題という点を、ちょっとその点から見てみたいと思うのですけれど

も、今学校内においていじめという問題が発生していると認識しているのか。そういうこ

との事例があったのかどうか。ちょっと離れますけれども、視点が違いますけれども、そ

ういう形は事象としてあったようですか。その辺だけちょっとお伺いしたいのですけれど

も。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 まず、前段の方ですけれども、トイレにつきましては先ほどちょっと答

弁漏れいたしましたけれども、18年度を初年度として、その後各学校やっていくというこ

とを考えておりますので、ご了承いただきたいというふうに思います。 

 それから、そのいじめの関係ですけれども、具体的にいじめの定義も難しいのですが、

いじめの行為があったというようなことは、学校から報告は受けておりません。ただ、お

子さんによっては、これはいじめが原因なのか何だかわかりませんけれども、学校へ来て

も教室に入ることができないとか、授業になじめないとか、そういったお子さんたちがい

ることもまた事実でございます。 

〇水沢議長 ６番、野村議員。 

〇野村議員 幸いにして、そのような報告がないということをお伺いして、安心したわけ

ですけれども、なぜここでお伺いするかというと、よく小学生の子供たちにおいては、ト
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イレが起因でいじめに発生するという事例が、いろんな書物だとか報道によってなされる

ということを耳にするものですから、一番大切な生理現象をいじめの対象にするというこ

とがよくあるというふうに聞いております。 

 そこで、提案なのですけれども、それは大分前ですけれども、トイレを改修することに

よってそのいじめを解消したという大きな報道がありました。それはなぜかというと、先

ほども言ったように、今はもう生活は洋式化になってきて、トイレも当然洋式で、個室型

になっていると。子供たちは、生まれたときからそれになれていると。学校に行くと、ト

イレは和式、だんだんと洋式化されるということは大いに結構ですけれども、特に男性の

場合は立った形、横に並んだ形というのは子供たちの中で経験していないわけです。今回

このような形で洋式化するのであるならば、将来的に、先ほど次長が言われましたように

順次という形を考えているようでございますけれども、いろんな予算絡みになるのでしょ

うけれども、提案型としてですけれども、すべて、男子用トイレもこのような個室化をす

ることにおいて、中で用便しているスタイルがわからないという、確立されたわけではな

いですけれども、これが一つのトイレを起因としたいじめをなくす大きな原因であると。

そのような成功例も聞いておりますので、今後の改修において、また子供の教育において、

生活のリズムをきちっと指導する立場において、この辺はどのように考えるか。初めての

提案で、その辺は把握しているかどうかわかりませんけれども、ここら辺の考え方につい

てどうでしょうか。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 おっしゃられるとおり、学校においてそういった事例があったというこ

とは承知もしております。そういったことを解消するためにも、洋式化して各トイレをボ

ックス化していくということはやっぱり大事なことだろうというふうに思います。 

 ただ、そういう形にしますと、例えば男の子の小便をするときには一列にだあっと並ぶ

わけですけれども、トイレの各部屋の面積の問題ですとか、それから費用の問題ですとか、

そういったクリアしなければならないことがやっぱり多々あるのだろうというふうに思い

ます。そういったことがクリアできれば、野村議員言われたような形にするのが大変いい

形だなというふうに思っております。 

〇水沢議長 ４番、差間議員。 

〇差間議員 関連でちょっと聞いておきたいと思います。 

 厚内中学校は統合したということで、教員住宅があるのでしょうけれども、あいている

と。今聞いておりますと、厚内小学校は教員住宅が８戸あると。本来ですと、８人の先生

がいると思われますけれども、二、三年前には驚いたことに幕別から通っていた女の先生

もおりました。本来教員住宅がある場合、教員はその住宅に入るのが今までの考え方でな

かったかなと思いますけれども、今現在８戸の教員住宅に何人の教員が入っているか、ち

ょっとお聞きしたいと思います。 

〇水沢議長 教育次長。 
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〇後藤教育次長 厚内小学校の教員住宅８戸ございますけれども、そのうち６戸に入って

おります。 

〇水沢議長 ４番、差間議員。 

〇差間議員 あとの２人は、恐らく浦幌から通っていると、そういうことだと思います。 

 最近特に車が立派な、いい車に先生方は乗っていますから、１日50キロや60キロ、苦に

しないで通っていると、そういう話も聞いておりますけれども、やはり以前であれば、新

任の先生に対して、地域とは一日も早くなじんでいただいて、歓迎会に行けば、今でもや

はり歓迎会のスピーチの中にそういう話が出ております。しかしながら、実態を見ると、

今回は２人、今までから見たら随分少ないですね。以前は、もっともっと浦幌から通って

いたようにも聞いておりますけれども、やはり教員住宅は確かに水洗トイレないかもわか

りませんけれども、転勤になってきた先生は厚内小学校は厚内に住んでもらうと。今ちょ

っと違うかもわかりませんけれども、その辺どうでしょう。どういうふうに考えています

か。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 義務教育の先生方がその地域になじんで、その地域で生活して、その地

域の子供たちと、あるいは親の方々となじんで教育活動をやっていくということは非常に

重要なことだろうと思いますし、大事なことだろうというふうに思います。そういうこと

があるのは事実だというふうに思いますし、大事なことだと思いますけれども、ではそこ

に住めということを強制するということは、これはどこに住むかということは個人の判断

でございますから、そこまで強制するということは不可能であろうというふうに思います。 

〇水沢議長 ４番、差間議員。 

〇差間議員 教育委員会がそういうスタイルであれば、当然来る先生もそういうことだと

思います。しかし、朝、大体今現在４台から５台、行き会うのです。これ、やはり見たこ

とないですから、私は先生かなと、朝そう思うのです。しかし、共稼ぎの先生がいると。

そうした場合、確かに厚内が住宅当たっているけれども、どっちかが浦幌かどこかの町内

にいるとすれば、当然そこから通うようになるのです。これ、いたし方ないと思いますけ

れども、その点どうですか。例えば２人の夫婦の先生が浦幌町に来たと。そうした場合、

どちらかが教員住宅当たると思いますけれども、その場合は教育委員会は確認しているの

ですか、どうですか。その１点だけ、最後にお聞きしたいと思います。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 ご夫婦で町内の学校に勤務しているというケースで、それぞれに教員住

宅を構えている例はないと思います。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 関連するかもしれませんけれども、ちょっと確認の意味も含めながらお聞き

したいと思いますけれども、今92ページの教育振興費の中で本当に目の覚めるような項目

が、昨年のやつを見たら昨年もあったのです。目の覚めるような、ここに書いてあるので
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すけれども、「生きる力」を育む特色ある教育活動支援事業交付金というような、これは

私も感心するような項目の支援事業なのですけれども、この内容についてちょっとお聞か

せいただきたいなと思います。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 今ご質問のありました「生きる力」を育む特色ある教育活動支援事業、

これは昨年度からスタートさせていただきました。生きる力をはぐくむということは、平

成14年度から施行されました現行の学習指導要領の中の一番目玉の部分でございます。そ

れで、昨年度から始まりましたので、昨年度からこの支援事業をスタートしましたけれど

も、平成17年度で４年目を迎えるというところから、より生きる力をはぐくむ力を定着化

させるということからこの事業をスタートさせたわけでございます。それで、現在各小学

校、中学校含めて、それぞれ特色ある教育活動をしていただいているわけですけれども、

それをさらに財政的な面で支援していくということで、この事業をスタートさせたわけで

ございます。 

 中身的には、例えば漢字、基礎算数、補助事業等を主眼としてやる学力向上フロンティ

ア事業ですとか、活字離れを防ぐ読書活動を主眼として行う読書活動推進事業ですとか、

それから学校評価あるいは学校評議員の活用、それから校外団体との交流活動、そういっ

たことを推進していただく開かれた学校づくり推進事業、いろんなメニューがあるのです

が、そういったものをそれぞれの学校で選択していただいて事業展開を行っていただくと

いうような内容でやっております。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 実は、そのことで、教育長も現場上がりの教育長ですので、その成果たるや、

もう目をみはる中で相当の成果を上げているのであろうと期待をし、評価をしたいなとい

うふうに思ってございますけれども、それに絡めて、先ほど同僚議員の方からお話がござ

いましたいじめの問題等のこともございます。そんな中で、先ほど次長の方からその状況

についてお話をいただいたわけなのですけれども、確かにトイレの改修によって子供のい

じめ等、これは小学校、中学校にかかわらず、そういう問題もあろうかと思いますけれど

も、ところで教育委員会としての把握している実態として、小学校、中学校合わせまして、

学校に行ってやろうと思うことが十分にできないと。子供たちが自分の思うどおりにやる

ことができない。それは、いろいろな問題があるでしょう。やる気のない問題もございま

しょうし、環境的な問題もございましょうし、いろいろ含めて、そんな中でそういう子供

たちがどのぐらいおられるのか。 

 それから、何をやっても楽しくないと、学校へ行って何をやったって一つも楽しくない

という。それは、登校拒否や何かも含めてあるでしょう。そういう実態だとか、それから

学校へ行っても退屈だと。やる気がないのだから退屈ですね、そういうような状況。それ

から、学校へ行くのに楽しみにしている目標がないと。学校へ行くのだけれども、学校へ

行く楽しみがない。そして、最終的には学校へ行きたくないと、そういう実態はどのぐら
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い、浦幌町内の各学校、教育委員会はもちろん集計はしてございますでしょうけれども、

そういう実態というのはあるのかないのか。パーセンテージにしてどのぐらい見込まれる

かというのをお聞きしたいと思います。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 ご質問の趣旨がよくわからないのですが、まず今言われました、例えば

登校拒否ですとか、学校で退屈している子供ですとか、学校へ行くのを楽しみにしていな

い子供ですとか、そういったものがどの程度のパーセンテージでいるのかというような統

計は持っておりません。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 これからその内容について、何を聞こうとしているかわからないというのは、

実際にそのとおりだというふうに思ってございます。聞きたいことは、今欧米で子供のう

つ病ということについて、大変研究されているそうです。そうすると、日本は子供のうつ

病なんていうのは考えていないでしょうけれども、実際的にうつ病というのは大人にしか

ないというふうに判断をされているかと思いますけれども、欧米に比べて日本の子供たち

のうつ病の確率というのは大変多いのです。今言った内容の子供たちがうつ病に近いので

す、統計的に。その数というのはどういうふうになっているかというと、北海道で全体児

童の13％、それと小学生でいうと7.8％ぐらいらしいです。中学校でいうと、どっと上がっ

て23％ぐらいがうつ病に類した子供たちがいる。それは、うつ病の状況というのは、いじ

める側もいじめられる側もうつ病の対象者だそうです。それで、先ほど言った項目の児童

たちがいるかいないかということは、そういうことを教育委員会として掌握しているのか。

何でもいじめている方は悪い子だ、いじめられている子はいい子なのだというような判断

をするのかしないのかわかりませんけれども、そういうような判断でなく、いじめられる

方もいじめる方も一種の病気なのだよという感覚を持っておられるかどうかというのを聞

きたかったのです。 

 そんな中で、いじめが起きたときには、その措置の仕方としてそういう病的なものが勘

案されるのだよというようなことが言われているのですけれども、今まで我々の年代の者

が育ってきたときには、倫理観だとか人権感覚だとか道徳感覚というのは、これは日常生

活の中で教えられたものなのです。それは、隣のおじさんがおまえたちはそういうことを

してはいけないよとか、それからおまえたちはこういうことをすることがいいことなのだ

よと、親も含め隣近所の方々が皆さん言ってくれたから、そういう倫理観だとか人権感覚

だとか道徳感覚というのは自然に身についた。それが今の教育の中ではそういう感覚がつ

いていないと言われているゆえんは、それはあと教育現場で十分な教育をしないと、こう

いう病的な児童が多くなっていきますよと言われているのですけれども、教育委員会とし

てこういう問題についてはもう少し、一歩進んだ学校保健の関係の中ででも児童の健康診

断等が行われておりますけれども、この内容というのは僕たちが学校へ行っているときと

同じなのです。歯の検査、寄生虫の検査だとか、僕らが教育を受けたときと同じなのです
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けれども、そういう感覚を持った中で、ぜひ保健関係の中で生徒の健康診断をしていくよ

うな考え方を持っていかれた方が私は将来のためにいいと。 

 だけれども、このうつ病というのは小学生、中学生のときにかかったものは完治しない

そうです。大人になって、どの時点かで必ず出るそうです。その人が往々にして子供のと

きに身についたうつ病というものが出たときに、自殺という行為になってあらわれてくる。

それから、異常なものでは子供を捕まえて犯罪を犯すとか、そういうような実態にあると

いうことは、これは基本的に今の時代にして教育委員会、現場の大事な仕事だということ

をどのぐらい認識しているかお聞きしたいと思うのですけれども、それでいじめの実態は

どうなのかということをお伺いしているのですけれども、このいじめの問題についてはも

う少し真剣に取り組んでいただく。それから、子供の動作について、症状について、もう

少し教育委員会としてきちっと把握するぐらいの認識を持ったらいかがなものかというふ

うに思うのですけれども、その辺の考え方をちょっとお聞かせいただきたいなと思います。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 いじめとうつ病あるいはうつ病に類するものとの関連でございますけれ

ども、その関連があるのかないのかということについては、私はよくわかりませんけれど

も、全道で13％、小学校で7.8％、中学校で23％という数字があるそうでございますので、

今後注意していかなければならないことだろうというふうに思います。 

 現行の健康診断は、ご承知のように学校保健法で規定されている中身でやっているわけ

です。その中にうつ病の検査というものはございません。それから、いろんなことがござ

いますけれども、学校からこの子がうつ病ではないか、あるいはうつ病に類するものでは

ないかというような報告は、少なくとも私が教育次長になってからは聞いたことがありま

せん。そういったことで、それぞれの学校で、特に浦幌町内の学校においてそういう実態

があるのかないのかということはちょっとわかりません。はっきり言ってわかりません。

ただ、全道平均で13％という数字があるということであれば、全児童生徒数の１割以上の

方々にそういった傾向があるということでございますから、今後の学校教育の校長、教頭

を指導していく中でこういったことについても留意していかなければならないのかなとい

うふうに考えております。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 次長、答弁もいいのだけれども、そんなもの、あるかないかわからないとい

う答弁はないでしょう。それは、次長の答弁なのですか。あるかないかわからないと、勉

強不足でわからないというのならいいけれども、あるかないかわからないと、そんな……。

そうですか、次長はそういう答弁するのなら、それでもいいです。次長、そういう答弁の

仕方は僕はないと思うのですけれども、そんな中であるかないかわからなければ、私が後

から次長に直接その資料を提供しますから、よくごらんおきいただきたいと。 

 あとは、学校の健康診断という中にはそういう項目がないからできない。これも、もう

やる気がなかったらいいのです。いいのですけれども、それは生きる力をはぐくむ、こう
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いう立派な事業がある中で精神教育というのは何ぼでもできるのでしょう。もう少し答弁

を考えてもらわなかったら、次長の対応策考えなければいけない。教育長、その辺どう思

いますか。今の答弁は正当ですか。 

〇水沢議長 教育長。 

〇大谷教育長 今の田村議員の質問に対してでありますけれども、子供のうつ病の研究が

進んでいると。そして、かなりうつ病の確率が高いというお話でありました。私個人的に

は、大変申しわけありませんけれども、それに類する資料は持ち合わせておりませんけれ

ども、いわゆる最近の傾向としまして、不登校の傾向としまして、これまでいろいろいじ

めとかなんとかということが大きな原因になって不登校児がふえたという傾向がありまし

たけれども、最近の中では割合、原因としてはそういうような原因があるかと思うのだけ

れども、しかし先ほどお話にもありましたように、学校に行くのが嫌だとか、単に個人的

な気持ち、行くのが面倒くさいとか、いわゆる怠学というところから不登校になっている

子供が多いということが統計的にもあらわれているのでないかなというふうに思います。

したがいまして、そういうことから考えれば、私医者でありませんので、うつ病の定義は

わかりませんけれども、関連して見ますとそういうような傾向を持っている子供たちが多

くなっているのかなというふうに思います。昔の子供と大分様子が変わっているというこ

とは言えるのでないかなというふうに思っています。 

 そんなことも含めて、途中お話にもありましたけれども、いわゆる人格の形成に必要だ

と言われる倫理観だとか、あるいはまた人権感覚だとか、それからまた道徳観とか、そう

いうものについて学校でまだまだ足りないのではないかというお話もありましたが、その

ことは私としてはまだ十分でないという認識に立っておりまして、昨年、年度初めの会議

におきましても、あるいはまたいろんな場を通じまして全教育活動の中で道徳教育を中心

とした心を豊かにする教育を進めましょうということも言ってあります。そのことに対し

て、いろんな面で経費がかかれば大変だなと。過去に現場の校長から総合的な学習の時間

を進めるにしても、それからまた生きる力をはぐくむ教育を行っていくにしても、いろん

な経費がかかると。そういうことで少しでも助けていただければなという話を聞いたこと

がありまして、そういうことも含めて私たちは指導ばかりではなくて、教育環境も含めて

サポートする立場にありますから、そういう要求も入れながら、昨年皆さんにお諮りして

認めていただいたという経緯があります。 

 そこで、ちょっとあちこちに行って申しわけありませんけれども、教育の中でそういう

うつ病等について十分に認識する必要があるのではないかと。これは、当然そうだと思い

ます。今現実に19年度から、各学校においては特殊学級というのがありますけれども、そ

れが形を変えて特別支援教育に移行しようとする時期でありまして、そういう中ではこれ

までいわゆる障害と言われていた知的障害だとか情緒的障害だとか、いろいろありまして、

その子供たちが学級に入って、そこで勉強するという形から、最近ふえているのはＬＤと

いいまして学習障害だとか、それからまたＡＤＨＤといいまして多動性障害だとか、よく
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動いて、落ちつきがなく、よく話も聞けないという子供だとか、それからあとまた高機能

自閉症といいまして、そういう医者に認定されたような病気がある子供たちが一般の教室

では40人学級であれば五、六人いるというような統計も出ておりまして、そういうことも

含めて、その子供たちにきちっと対応するということで特別支援教育に移行しようという

状況であります。本町におきましても、あと１年かかって、そっちの方に行く体制づくり

をしていかなければならないと思っていますから、これは小学校だけではなく、中学校、

あるいはまた保育所、幼稚園、それからまた高校も今そういうところで頑張っているとこ

ろでありますので、その連携した形で検証を含めながらやっていきたいというふうに思っ

ております。そういう中に、またこういううつ病、今お話にありましたようなうつ病の問

題なんかも投げかけながら、把握したり、あるいはまたその対応策を考えていきたいとい

うふうに思っております。ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 大変感情論に走りまして、暴言を吐いたこと、おわびを申し上げながら、以

上で質問を終わりたいと思います。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 92ページの13節委託料のところなのですが、昨年も同額で町教育研究所の事

業調査委託料ということで出ております。これについての内容をお聞かせ願いたいと思い

ます。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 お答え申し上げます。 

 本年度、平成18年度、教育研究所に委託をお願いするのは、子供の学力分析、それから

教材ソフトの共同利用に関する研究、それから副読本の改訂版の原稿作成ということをメ

ーンにお願いする予定でございます。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 先輩議員もいろいろと話ありましたが、特に全国の日本の子供の学力の低下

ということで、世界的にも比較しまして非常に落ちてきていると。それで、こういう研究

所で事業調査をしながら、町の方の報告書みたいなものは毎年いただいているのか。先ほ

ど子供の学力の調査ということをおっしゃっていましたので、その調査内容等の報告はあ

るのかどうか確認をしたいと思います。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 子供の学力の分析につきましては、研究所がずっと携わっている内容で

ございます。現在17年度分の分析が終わって、多分印刷に回っていると思いますけれども、

16年度分の浦幌の子供の学力というのはこれでございまして、毎年度こういった形でレポ

ートされているという内容でございます。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 報告いただいているようで、よそと全道、全国と比較できるかと思いますが、
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浦幌町の子供の実態はどのようになっているのでしょうか。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 全部についてちょっとご報告することは、ボリューム的に難しいと思い

ますので、概要だけ申し上げます。対象としているのは、小学校４年、６年、それから中

学校の２年です。それから、調査項目につきましては、小学校が国語、社会、算数、理科

の４教科、中学校につきましては国語、社会Ａ、社会Ｂ、数学、理科、英語の各教科でご

ざいます。それから、調査対象校は全学校ということになります。 

 それで、全部言えませんので、例として申し上げます。例えば小学校４年の国語ですと、

話すこと、聞くこと、書くことにおいては、ほぼ全国通過率に近い値が出ている。要する

に全国通過率というのは、全国平均ということです。それから、社会科では観点別で下回

っているのは社会的事象についての理解、知識であり、社会的思考、判断については全国

通過率を若干上回る値が出ていると。それから、算数では数学的な考え方が全国通過率を

大きく下回っている。それから、特に得点数の低い結果が出たのは、概数、四捨五入の計

算である。そういった内容で、各学年ごと、各教科ごと、それから各観点別ごとにレポー

トなされているという内容でございます。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 非常にたくさん項目があるということで、大まかな説明をいただきましたが、

学習するということは人間が一生継続してやらなければならないということで、小学校低

学年の大事な時期にいろいろと調査をしながら次の年度の子供の教育に生かしていってい

ると思いますが、毎年多分報告の内容は違ってきていると思います。特に感じたことは、

数学が大きく下回るという言葉がすごく私の頭に残りました。これからもそういったこと、

基礎的な知識を子供たちが身につけるためには、先生の努力も非常に大切だと思いまして、

毎年毎年そういう報告書が出るということは、それをもとにした学習を先生方もしていっ

ているのでないかという私は希望を抱いているのですが、長年多分この研究所というのが

あると思うのですが、今までの経過というのでしょうか、子供の学力に対してですが、こ

こは改善されてきた、浦幌の子供たちはこういうことが改善されてきたというようなこと

が主に言葉にして言いあらわせることがあったら言っていただいて、私たちも子供に対す

る、数学が何か浦幌って弱いのだねなんていうことを言いたくありませんので、何とか今

までの報告を生かした中で教育がされてきたかどうかということを、ここの場でお聞きす

るのはちょっと妥当ではないかもしれませんが、お知らせをしていただきたいと思います。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 毎年度教育研究所が分析した結果については、もちろん各学校に配付さ

れて、それぞれ先生方の次の授業の参考にするという形で利用されているわけです。それ

で、今概数、四捨五入の関係、得点が大変下回っているという話がありましたけれども、

これは例えば算数が全体的に低いとか全体的に高いということではなくて、例えば概数な

ら概数のところは、今回の試験では低かったよとか、それから四捨五入の計算については
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今回は高かったよとか、去年は低かったよということで、毎年毎年度動くのです。そうい

ったことで、その時々の子供たちの学力の一部が反映されているのだろうというふうに思

います。ですから、この分析によって、その子供の、あるいはその学校の学力のすべてを

掌握するということは恐らくできないのだろうというふうに思います。その一端が学力の

分析として出てくるということなのだろうというふうに思います。しかし、こういったこ

とを参考にして、少しでも学力を上げてくださるように今各学校の先生方の努力を期待し

たいなというふうに考えております。 

〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 昨年の予算委員会のときに、常室小学校の跡地利用ということで助役に質問

をしていたわけですけれども、その後どのような進捗状況になっているか、ちょっとお聞

きしたいと思います。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 昨年のときも申し上げましたが、１年たちましたけれども、地域、町民の方

からもそういう使用したいという申し出はございません。そういうことで、今まちづくり

政策課の方でもその辺の検討をしてもらうようにということで、町内、十勝管内、まずイ

ンターネットの方でも募集しまして、それでいなければ全国発信ということでやっていき

たいと考えております。 

〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 それ、どういう方向でということなのですか。ただ、施設を貸しますから利

用してくださいということなのですか。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 その施設を貸し出すということで募集するわけですけれども、やはり一番の

目的は、本当は社会福祉施設とか、あと文教に関するものとか、そういうことが一番いい

利用方法かと思いますけれども、ただ個人的に商売といいますか、何かそういうものに利

用したいということで来た場合には、利用料を取って、そして貸し出しするということに

なろうかと思います。ただ、社会福祉施設とか、そういう文教の関係については道の方に

報告して、その辺は無償貸し出しということにもなろうかと思います。 

〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、小学校費までの質疑を打ち切らさせていただきま

す。 

 次に、幼稚園費までの説明を求めます。 

 教育次長。 

〇後藤教育次長 ３項中学校費、１目学校管理費、中学校２校、生徒数190人、教職員25

人に要する経費でございます。予算額4,472万1,000円、減は14節使用料及び賃借料の印刷

機械借上料のリース期間の終了に伴うもの、教育用コンピューター等借り上げ、ウイルス
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対策用ソフトライセンスなど413万円と19節負担金、補助及び交付金で見ていた教科書採択

教育委員会協議会分担金68万円の内容でございます。増は、需用費の消耗品費で497万円で

ございますけれども、この中には中学校の教科書採択がえとなりました教師用教科書17万

4,000円を含んでおります。また、燃料費も追加をしております。 

 ２目教育振興費、この目は中学校２校の教育振興に要する経費と外国語指導助手配置な

どに要する経費でございます。予算額879万1,000円、減は20節扶助費が主な内容でござい

ます。現在の外国語指導助手については、８月３日で任期満了となるため、現在後任につ

いてＪＥＴに要請中でございます。後任者は、８月７日からの任期ということになります。

なお、外国語指導助手につきましては、火曜日から金曜日までは中学校の授業に、月曜日

は小学校、幼稚園などの授業を担当しております。 

 ３目特殊教育振興費、この目は浦幌中学校に設置される特殊学級に要する経費でござい

ます。予算額９万円、減は備品購入費の減によるもので、平成17年度に整備が終了したこ

とによるものでございます。特殊学級の内容は、知的、言語、情緒が各１学級でございま

す。 

 以上です。 

〇松田施設課長 ４目スクールバス管理費、本年度予算6,770万9,000円、この目はスクー

ルバス８路線、内訳は直営路線が５路線、委託路線が３路線の運行管理及び人件費であり

ます。主な減は、委託料で109万3,000円、増は人件費22万3,000円の内容です。 

 以上です。 

〇上村保健福祉課長 ４項幼稚園費、１目幼稚園運営費、本年度予算額6,232万2,000円、

この目につきましては浦幌、吉野、厚内の３幼稚園児82名と園長、職員の人件費及び幼稚

園運営に係る経費でございます。なお、1,813万の減につきましては、上浦幌幼稚園につき

ましては本年ひまわり保育所として４月から開設することによって１園減のためでござい

ます。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 ４番、差間議員。 

〇差間議員 スクールバス管理費のことで質問をしたいと思います。いよいよ指名業者が

スクールバスを始めるという一つの指名業者選定、まずこの点からどのような方法で指定

業者を公募しておりますか。まず、その点お聞きしたいと。公募の方法です。 

〇水沢議長 施設課長。 

〇松田施設課長 今申し上げたとおり、３路線について委託をするということで、担当課

といたしましては今年の運行路線のキロ数、それから回数、それから日数等に基づいて積

算をし、それに基づいて起工伺を立てて、それを指名委員会において業者を選定をすると

いうような運びになっております。指名委員会といたしましては、過日の指名の関係で質

問あったとおり、町の方に指名願が出ている業者について妥当と思われる業者を選定しな
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がら入札行為をするというような流れであります。 

〇水沢議長 ４番、差間議員。 

〇差間議員 まず、指名業者、いわゆる日にちですね、いつ公募して締め切り、そしてい

ずれは入札行為に入ると思いますけれども、締め切りがいつで、そしてできれば入札をい

つやるのか、その点ちょっとお聞きしたいと思います。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 この関係については、前回もお話ししましたが、運転業務、委託業務、それ

から物品については、その都度指名参加のものをいただいております。そういうことで、

そのものに参加したいということであれば、いつでも受けております。 

 それから、指名競争入札につきましては、３月23日に入札の予定でございます。指名の

発送につきましては、昨日発送を済ませております。 

〇水沢議長 ４番、差間議員。 

〇差間議員 それで、まず応募した業者、やはり町内外あると思います。希望する業者に

対して、やはり先日もらいました競争入札参加指名基準というのがありますよね。これに

ついて、これを適用しているかどうか、まずこれについてもお聞きしておきたいと思いま

す。そして、指名基準、当然その業者は浦幌町、町外とあると思いますけれども、これに

ついては当然基準に合っていると、そういう判断はしていると思います。そこで、判断、

先日いただいた中身によってやっていると思います。間違いありませんでしょうか。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 その指名願上がったものに対しては、担当課の方で全部チェックをしており

ます。そういうことで、今回指名に入られる業者は、町外に本社ありまして、地元に営業

所がある。もう一社については、町外の業者でございます。事務所は、現在町内に置きま

したが、まだ陸運支局の営業の許可は出ていないそうでございます。ただ、陸運支局の方

にも私どもの担当者が連絡したところ、指名の業者については町外であっても町内であっ

ても、そういう資格を持っている者であれば指名に参加できるということでございますの

で、今回そのようにとらさせていただいております。 

〇水沢議長 ４番、差間議員。 

〇差間議員 助役、私耳がちょっと遠いものですから、途中抜けていることがあるのです。

ちょっと確認しておきたいと思います。これについては、この基準に従って陸運の方とも

確認をしていると。そして、それからちょっと聞こえないものですから、ひとつそこをも

う一回お願いしたいと思います。陸運の話の後です。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 陸運支局の方に問い合わせたところ、町内に営業所を持たなくても町外の業

者でも指名参加することはよろしいということでございますので、そのように指名をした

ところでございます。 

〇水沢議長 ４番、差間議員。 
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〇差間議員 町内外、何社あるかわかりませんけれども、その中でやはり調査基準、これ

が一番大事だと思います。 

 それで、仮に町内、町外、別に競争入札に参加希望の業者が、応募を当然していると思

いますけれども、その中で仮に問題点が指摘された場合どうするのですか、仮のことを聞

いて申しわけありませんけれども。といいますのは、既にある程度看板らしきものが出て

いる。これ私見てきましたけれども、そういう業者、また町内、町外、どういう指名業者

かわかりませんけれども、その中で今言ったような仮に問題が出た場合、入札の選定基準

ありますから、こういうものに触れた場合、どういうような措置をとるようになるのでし

ょうか。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 仮にと言われましても、その辺のことに対しては、私の方からは答弁できな

いと思います。どちらにしましても、今その書類上の審査でございますので、それで私の

方は指名に参加するのだということでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇水沢議長 ４番、差間議員。 

〇差間議員 私も一番心配しているのは、競争入札参加指名基準、この中で６番目、地場

産業の育成、これはやはり浦幌町民はだれもが願っていることでございますし、その前の

５番、経営規模は適正であるかと。やはり適正規模で、そして地場産業の育成につながる

業者と。これは、いろいろ広く考える面もあると思いますけれども、これが大事だと思う

のです。ですから、会社個人の利益ということでなく、広く考えた場合、この入札業者が

当然基準に合っていると。この辺どうでしょうか。判断は、合っているか合っていないか

でよろしいです。その点、ちょっと答えていただきたいと思います。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 この地場産業の育成につきましては、そこの指名した業者の方も来られて、

浦幌に進出するということでございます。今これから入札なわけでございますけれども、

今後は浦幌町のために頑張ってやりたいと言っているところでございます。それは、今後

入札ですから、厳正な入札をするということでございますので、とるかとらないかという

のは今後のことでございます。 

 それから、その業者の規模につきましては、十勝管内でいいますと中規模程度の業者な

のかなと。ただ、今運送業のバスの関係については、本社の方で多少やっているというこ

とでございます。そのほかの事業につきましては、十勝管内でも中規模程度の運送業務を

やっているということで、指名願の中で確認しております。 

〇水沢議長 ４番、差間議員。 

〇差間議員 私の理解度がちょっと鈍いせいか、今助役の説明、それでいいのかどうか、

助役の答弁がそうであればそのように理解します。ですから、これから指名競争入札が行

われる前段で何か問題点が指摘された場合は、さっき助役の言われたとおりだと思います。

そして、適正である、地場産業の育成にも合っていると。そういうことであれば、そのよ
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うに理解をするわけでございますけれども、やはり地場産業の育成というのは、できれば

地元の振興策ですから、細かい点かもわかりませんけれども、燃料とか、消費もここでや

るとか、そして税金関係、それを含んで、一人でもこの町内から出したくないという私の

信念ですから、こういう質問をするわけですけれども、これから競争入札は原則であった

としても、浦幌町に対する振興が一番大事だという、この観点を絶対忘れてもらいたくな

い、そういうふうに思うからこの質問をしているわけでございます。ですから、それらを

十分判断して、今回の競争入札をやっていただく。それで、もし問題点が出た場合、それ

は行政の責任になりますから、最後にその点だけもう一回確認をしておきたいと思います。

助役、その点、ちょっと声を大きく言ってください。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 私どもの方で指名、選考したわけでございますので、そういうことがござい

ましたら、またその処分なりなんなりということで、その業者に対してもやっていかなけ

ればならないということでございます。 

〇水沢議長 14番、島田議員。 

〇島田議員 中学校費の、以前にも質問した件で、部活動に携わる先生方への報償費の扱

いについてです。私自身納得ができないので、改めてお尋ねする次第でありますが、中学

校の教育振興費の前に、学校管理費の中でも報償金としてあります。一つは、この内容に

ついて答弁いただきたいのと、それから振興費の中でいう、先ほど言いました生徒の部活

動に対する指導者への報償金が計上されております。それと、二つあるのですが、前回学

校の先生方が給与と別に報償金として受けることが妥当なのかどうかという点と、部活動

の教育上の位置づけ等についても伺いました。次長は、部活動は教育活動の一環であると

いうことも述べておられました。ただ、現実的には部活動は実際には自主的な活動であっ

て、それに携わる先生も強制的にやることでないということから、ご苦労さんといいます

か、時間外のことも含めて生徒たちを指導してくれるということから報償金として出して

きたと。それで、報償費として計上することの根拠、それを示していだきたいのですが。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 まず、学校管理費の方の報償費の関係でございますけれども、浦幌中学

校に配置しております心の教室相談員１名分の報償費でございます。１日5,200円で週３回、

年間42週出勤していただいております。これは、先ほどもちょっとお話ししましたけれど

も、学校に来ても教室に入れないとか、なかなかなじめないとか、みんなと一緒に勉強が

できないというような子供がおりましたので、そういった子が浦幌中学校の場合ですと校

長室の隣に１部屋ございますけれども、そこでこの心の教室相談員と一緒に学習するとい

うような活動を続けてまいりました。その子たちが次第に学校になじんでまいりまして、

普通教室に戻れるというような効果もあらわれてきております。これにつきましては、引

き続き18年度も配置をしてまいりたいというふうに考えております。 

 なお、現在配置しておりますのは元大樹中学校の校長先生をやられた方で、以前浦幌町
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教育委員会の派遣社協主事として来ておられた方でございます。 

 次に、教育振興費の部活動の指導者の謝金52万2,000円の内容でございます。ただいま島

田議員からのご質問の中にもありましたけれども、中学校の部活動の指導に当たっている

先生方のその労に報いるために基づき交付しているものでございます。新年度の該当予定

教職員は29人、１カ月当たり1,500円を支給するという内容で考えております。部活動につ

きましては、学校管理下で行われます教育活動でございますけれども、教育課程外で実施

される点で正規の教育活動とは性格が異なるものでございます。そういったことから、部

活動の指導に当たってくださっている先生方に対して月1,500円というわずかな額ですけ

れども、お支払いをして、その労に報いているということでございます。 

 以上です。 

（「何に基づいて……」の声あり） 

〇後藤教育次長 それで、その報償費で組むことが妥当なのかどうかということですけれ

ども、予算編成上の問題でございますけれども、結局この1,500円という金額は一月1,500

円ということでございます。それで、考え方として労働の対価として払われるものではな

いということで、いわゆる報酬とか賃金とか、そういったものに該当するものではなくて、

報償費として予算を計上するというのが妥当であるというふうに考えております。 

〇水沢議長 14番、島田議員。 

〇島田議員 それで、その先を聞きたかった。労働の対価ではないと。だから、報償金と

してということなのだけれども、それが何に裏づけられて出しているのですか。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 これは、地方公務員法の第38条第１項の後段の規定によるものです。 

（「読み上げてください」の声あり） 

〇後藤教育次長 ちょっと条文自体持ってきていないのですが、今私が資料としてお話し

しているのは、いろんな法律ありますけれども、それの逐条解説の本を参考にしてお話を

しております。その中で労働の対価とならない謝金等については、この対象外、要するに

報酬とはならないということでこういう取り扱いをしているわけでございます。 

〇水沢議長 14番、島田議員。 

〇島田議員 地方公務員法にそういう報償金を出すことは可能だという理解ですね。それ

に基づいて予算計上しているのですね。ただ、身分的には、もちろん地方公務員法も法律

ですから、それに基づけばあれですけれども、私はずっと地方公務員にとって労働の対価

でなくても、労働の対価でないなら余計報償金というのは受け取れないはずだという理解

をしていました。それで、この報償金として出しているものをどうしても出したいと、先

生方の労苦に、わずかだけれども、出したいということであれば、報償費でなくて、むし

ろ違う形で組みかえてでもやれる方法はないのだろうか。そのことを一つ検討してほしい

のですけれども、報償金というのは公務員にはなじまないと思う。なじむ、なじまないで

はなくて、あってはならないと思うのですけれども。確かに以前、これは名前は言えない
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からあれですが、講師派遣のケースがあって、役職上その道のプロですから、呼んだとき

に、これは教育委員会主催でありません。もちろん外郭団体なのですが、報償金といいま

すか、謝礼金ですね、こういう形で出してきたのがならわしとしてあったようです。しか

し、勤務時間外とはいえ、そういう講演を業務の中心としている方が地方に出て講演をし

たりという点では、本来は謝礼は要らないはずなのです。もちろん本人は拒否されていま

した。これは、時間外でも、私の仕事だから、そういうことで断られたことがあるのです

が、私はそのように、やはり公務員というのは、先ほど労働の対価という部分を言われた

けれども、それはそれとして補償はされるべきだけれども、そうでない部分を謝礼という

形だとか謝金という形で出すことは、これは基本的には好ましくないというふうに考える

のですが、この点についてはどうですか。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 結局今の、例えば講師を派遣するというようなケースは、今回計上した

部活動の指導者の謝金とはちょっと性質が異なるものだろうというふうに思います。それ

で、先ほど申し上げましたように、逐条解説のようなものを見てお話をしているのですが、

この中では例えばお話にありました講演の講師をやったような場合、これについては、講

演した場合の謝金は給与に該当しないというように人事院の方からの通達なのですか、昭

和27年の通達のようなもの出ているのです。それで、今回のこのケースとは全然違う話で

すので、そういった事例もあるということだけお話ししておきますけれども、結局、ちょ

っと話がずれて申しわけありませんけれども、教員は一般の地方公務員と違って、教育公

務員特例法の適用を受けます。それで、教育公務員特例法の中では、ちょっと読み上げま

す。教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、または教育に関する他の事業もしくは事

務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者、この場合は浦幌町教育委員会で

す。任命権者において認める場合には、給与を受け、または受けないで、その職を兼ね、

またはその事業もしくは事務に従事することができるというふうに規定されています。つ

まり教員が教育に関する他の職を兼ねる場合、それから教育に関する他の事業もしくは事

務に従事する場合、これは任命権者が認めれば、事業または事務に従事することができる

ということになっています。これは、理由がございまして、専門的な職員を誘導し合うこ

とが望ましいというケースがあるという。それから、授業時間等との関係から他の職を兼

ね、他の事務、事業に従事しても、職務の執行に障害にならないようなケースがあるとい

うこと。それから、職務の研修となるようなことがあるのではないかというようなことか

ら、こういう規定があるというふうにされております。それで、今回の場合、この条文を

適用するまでもなく、万が一譲って、要するに給与をもらって、月1,500円のお金をもらっ

て仕事するというようなことが、それが法に触れるのだということであっても、校長が教

員に対して部活の指導をやりなさいというふうに話をするということは、教育委員会が教

員に対して部活の指導をしなさいと言っているのと同じことになります。それが他の職を

兼ねるということであれば、それは他の職を兼ねることを認めるか認めないかということ
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も教育委員会が権限を持っているわけです。命令することも、それを許可することも教育

委員会が持っているわけです。ですから、当然として教育委員会が報償費を出して部活の

指導をやりなさいという仕組みになっても、島田議員が言われるような違法性はないので

はないかというふうに考えています。 

〇水沢議長 14番、島田議員。 

〇島田議員 違うと思う。任命権者の許可を得ればできる、それは今次長が言ったように、

先生方は授業という教師としての本業を外れてやることが、それが有効というか、その必

要性を認めるという任命権者の権限だよね、その行為。だけれども、それをやったからと

いって、報酬として、報償金として出すこととは意味違うのでないですか、その任命権者

の許可の範囲は。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 このケースは、僕はこの法律に当てはまらないと思っています。当ては

まらないと思っていますけれども、任命権者より教員が他の職を兼ね、あるいは他の事業

に従事するといったときに、給与を受けてやるか、給与を受けないでやるかについては、

任命権者がケース・バイ・ケースで判断するということになっています。ですから、百歩

譲ってこの部活動の指導が教育の本務以外の行為であるということを認めたとしても、給

与とは思いませんけれども、給与をもらうかもらわないかについては教育委員会が判断す

るということになります。 

 そして、先ほどからこれとこのケースは違うというふうにお話ししていますけれども、

教員が自分の勤務校である学校内において部活の指導をするということは、他の業務、他

の職務に当たるとは思いませんので、先ほども申し上げましたように、部活の指導をする

ということは教員にとっては義務ではありませんので、先生と校長と、それから子供たち

と、それからお父さん、お母さんたちと、そういった方々の意思に沿って部活の指導をや

ってくれると。それに対して、わずかながら教育委員会として支出しているということで、

それほど深い意味はございませんので、ご理解をいただきたいと思います。 

 ただ、島田議員言われるように、報償費で組まないで、違う科目も検討した方がいいの

ではないかというようなことについては十分理解できますので、今後検討して、よりよい

方向性、あるいは事務的にももっと合理的な方法があれば、そういう方向に進みたいと考

えております。 

〇水沢議長 14番、島田議員。 

〇島田議員 わかりました。 

 次長、最後の部分だけちょっと納得いかないのだけれども、最初は正規の先生方の業務

の、先生という仕事の一環ではないのだと言っていたのが、それに対して法的根拠を示し

て言っていたよね。ところが、最後は同じ学校の内だから、その中における従事すること

だから出せるのだみたいなことを言うのだけれども、最初に言っていた答弁と違うのだよ

ね。ちょっとうまく言えないのだけれども、ちょっと食い違っているのです。次長は、今
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回は言っていないけれども、部活動は教育活動の一環だ。そういうことから考えれば、先

生の仕事、私言いましたよね、教員の仕事だろうと。ボランティアでやるかは別にしても、

報酬受けていないでやるかは別にしても、教育活動の一環なのだと次長は言ったのです。

だったら、なおさらのこと、ほかの地方公務員と違うと法律まで出して根拠言ったけれど

も、なおさら根拠はないのではないの。僕がこだわるのは、教職員は地方公務員とは違う

扱いなのだから、任命権者の判断でその必要性を認めた場合は、他の業務というか、教育

活動としてやってもいいわけでしょう。それに対して、法律では報償金を出してもいいと

は言っていないでしょう、それは。そういう業務についてもいいとは言っているけれども、

報償金なり謝金を出しなさいとは言っていないでしょう。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 部活動については、ずっと議論しているわけですけれども、実は学習指

導要領の中で上手に整理されていない部分なのです。それで、一昨年からこういう議論を

永遠とやっているということなのです。 

 それで、最初のときにも申し上げましたけれども、生徒の参加希望などに基づいて放課

後に行える学校の教育活動なのです。したがって、教育課程には含まれない。要するに学

校の教育活動なのだけれども、教育課程に含まれないというところで、先ほどから議論の

根本があるのです。ここにねじれがあるのです。だから、部活動が学校の教育活動であっ

て、教育課程にも含まれるということであれば、当然のように教員は部活動の指導者とし

ての活動を行う。業務としてあるわけです。ですけれども、現在の学習指導要領では希望

した子供だけが放課後に行うというところにあるわけですから、そこのところについては

先生方は部活動の指導をやらなければならないという義務はない。したがって、部活動の

指導をしてくださった先生に対して、些少ですけれども、お礼をしたいというのが教育委

員会の趣旨ですし、これは十勝管内の他の教育委員会も同じ趣旨でもって、金額はわずか

ですけれども、差し上げているということでございますので、ご理解をいただきたいとい

うふうに思います。 

〇水沢議長 14番、島田議員。 

〇島田議員 納得できないのですけれども、予算の組み替え、これは別な形でと言ったら、

何か僕から言うのは変なのだけれども、これは改めた方がいい。どうしても出したいとい

う教育委員会の気持ちだから、それは先生方にもご苦労願っているということはわかるの

だけれども、それはひとつ検討してほしいのだけれども、ただ、今法とのねじれで学習指

導要領が云々ということを言われたのだけれども、学習指導要領は法律ではないから、し

かもころころ変わる学習指導要領だから、やはり基本は法です。根本的に公務員は、報償

金は受けられないのです。だから、出し方もひとつ工夫した方がいいのではないですか。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 いろいろご指導いただきまして、ありがとうございます。そういった方

向で十分検討してまいりたいというふうに思います。 
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 それから、学習指導要領の関係でございますけれども、学習指導要領は学校教育法、そ

れから学校教育法施行令に基づいてつくられているものでございますので、法律と同等の

内容を持っているというのが一般的な見解でございます。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 予算の関係ではございません。中学校のパソコンの関係ですけれども、この

利用について、今学校では、小学校でももちろんでしょうけれども、子供が自由に使うと

いう状況になっていると思うのです。そこで、浦幌町次世代育成支援行動計画を見ますと、

有害図書やインターネット、携帯電話の有害情報に対する規制等、関係機関や地域住民と

連携、協力し、関係業界等に対して自主措置をとるよう働きかける、こういうふうになっ

ているのです。このようになっている以上は、何かの過去にもそういう事例があったり、

そういうことの中でこういう対応が必要だということだったのか、ただ概念的といいます

か、総論的にそういう対応をしていかなければならないということだけなのか、そういう

ことがあって対応なのかということで、まずそれを伺いたいと思います。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 学校で使っております教育用パソコンに使っている教育用ソフトにつき

ましては、一般で使われているソフトとは違いまして、教育用のソフトとして、いわゆる

有害情報等が入らないような、そういう仕組みのソフトを使っております。それは、導入

当初からそういう方針でございますし、どこの教育委員会でも恐らくそうであろうという

ふうに思います。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 実は、つい最近です。浦幌中学校の状況について、ちょっとお話しする機会

ありまして、聞きましたら、それでもなおかつ有害情報がアクセスできるという状況にあ

るというふうに聞きました。それで、そのことについて、教育委員会の方で今の答弁のよ

うな認識であれば対応できていないのかなと思うのですけれども、実態は何か違うような

お話を伺いましたので、そのことについてどうなのかなと。これは、インターネット関係、

当然ホームページとかいろんなことでアクセスしたりする状況にはあるのだと思いますが、

通常は中学校も子供が自由に出入りはできないようにしてあるということですね。しかし、

使い出して、ぱっと瞬時の時間があれば十分可能だというふうに私は聞いております。そ

の辺の対応の問題。 

 それから、今携帯電話も中学校の子供の半数が持っているという状況だそうです。それ

で、その携帯電話で子供たちがメール遊びというのですか、情報交換ならいいのですが、

友達の中傷のし合いっこをして回すというようなことで、一つのいじめの要素にもなって

いるというふうに聞きました。そういうことについても、今次長から答弁ありましたよう

な感じで状況把握されていなければ、教育委員会で把握されていないけれども、先生方が

現場でそのことの対応に苦労しているのかなと。いじめのことについてだけではないです。

情報の処理についていろいろブロックする、私はブロックだかレゴだか知りませんけれど
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も、商売人ではないから、何かそういう苦労されているというふうなことを聞いています

ので、状況把握しながらやっていかなければならないことではないかなと思うのですが。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 まず、前段の方のパソコンの方のお話ですけれども、学校の方からそう

いった話は聞いたことございませんでしたので、早速終わりましたら学校の方ともよく相

談をして、まずそういう事実があるのかないのかも含めて、そういうことがあれば対応策

を考えていかなければいけないと思いますので、時間をいただきたいというふうに思いま

す。 

 それから、２番目の携帯電話の関係ですけれども、今杉江議員からお話があったメール

による中傷というようなことがあったということは中学校の方からも聞いております。そ

の後も担任、学校、それから我々も教育長にも入っていただいて、解決策をとったところ

です。２カ月ぐらい前のお話だったと思いますけれども、聞いております。その後学校の

方から特段、その協議を行った後、しばらくたつのですけれども、特段何も言ってきてお

りませんので、一応の解決を見たのかなというふうに考えております。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 最初の質問の中で、新行動計画の文章を読みましたけれども、答弁の中で把

握していないからという答弁でしたら対応がなかったのだなと思うのですが、そうした事

実があって対応しなければならないとしたら、具体的にどんな対応されるのでしょうか。

業界やら地域住民と連携しと書いてあるのですが、どんな対応をしようと思っているので

しょうか。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 まず考えなければならないのは、どういう状態なのかということなのだ

ろうと思いますけれども、我々がやれる１番目のことは、その入っているソフト自体が適

当なものかどうかということなのだろうというふうに思います。一つの学校に入っている

ものは他の学校にも入っておりますので、そういったことも含めて、他の学校にもそうい

うことがもしあれば、そういうことがあるのかどうかも含めて調査をさせていただいて、

状況を見て判断をしたいというふうに思います。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 最初に申しましたように、私も詳しくありませんから、余り具体的なことを

言って、間違ったことを言うかもしれないのですが、ソフトではブロックされるようなソ

フトがきちっとできていると。仮にそれに侵入されたりしないとしても、通常インターネ

ットにつながれば、大半の方はパソコンを持っておられて、インターネット持っていれば、

適切な措置されていればわからないかもしれませんが、私らは適切な措置しないというか、

できないものですから、ほっぽっておくと１週間に300とか500とか、インターネットにい

ろんな通信来ていますよね。そういうことが子供たちがさっと行って、一瞬のうちにつな

がるような状況になっているのかどうか。最初の質問もその辺なのですが、ソフトでは完
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全にそういう処理されたものができていると思うのです。そうでない状況で、もしアクセ

スしたり、そうできるような状態になっているのではないかなと思うのですが。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 私が承知しているのは、インターネットについてもブロックできるとい

うようなものが入っているはずなのです。ただ、現場はちょっと見ていないのでわかりま

せんけれども、よくない情報がボーダーラインの部分、そういったものもあるのかなとい

うふうに思いますけれども、いずれにしても実態はよくわかりませんので、調べさせてい

ただきたいというふうに思います。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 大量にとか、そういう状況ではないというふうに聞いていますけれども、十

分調査されまして、対応していただいて、現場の先生方が苦労しないような、そういう対

応をとっていただくことを望みます。 

 終わります。 

〇水沢議長 ここで暫時休憩いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇水沢議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午後 ４時０６分  休憩 

午後 ４時２３分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 引き続き質疑を求めます。質疑ありませんか。 

 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 幼稚園の運営費のことでお聞きしたいのですけれども、園長報酬あるわけで

すけれども、浦幌と吉野兼務、それから厚内園長ということで２名分、356万4,000円の予

算措置されているわけですけれども、その内訳はどういうふうになっているのか。 

 それと、勤務体系も含めてお聞きしたいと思います。 

〇水沢議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 幼稚園費の１節の報酬の356万4,000円でございますが、浦幌幼稚園

及び吉野幼稚園、嘱託職員という形で月額24万7,000円の12カ月、１人分。それから、厚内

につきましても、校長先生に兼務をお願いしておりますが、月額５万円、年額60万円で、

合計で356万4,000円組ませていただきます。 

 なお、吉野、浦幌の幼稚園は専任の嘱託職員でございますので、それぞれ月曜日から金

曜日まで勤務していただいております。 

 なお、厚内の校長先生については、当然校長先生と兼務でございますから、教育委員会
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の許可を得まして、私どもで発令をさせていただいている。勤務体系については、学校の

支障のない中で幼稚園の方へ行って、毎日日誌を見ていただき、それから行事等に参加を

していただいている、こういうことでございます。よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 これは、浦幌と吉野ということで兼務という形になっているのですけれども、

これは両方、兼務ということは構わないということですか。そうしたら、これは専従とい

うことは、浦幌幼稚園にいるなら浦幌幼稚園にずっと詰めているということですか。 

〇水沢議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 答弁漏れがありまして、済みません。説明足らずでございました。

今行っているのは、週の中で曜日を決めて、昼から火曜日とか金曜日、それから特別な用

事があるときには吉野の方へ昼から勤務しに行ったり、それは週に２回、定期的に必ず午

後から行くという日にちを決めまして、吉野の方へ午後からは勤務しているということで

ございます。平常の月曜日から金曜日の間で２日ぐらい、午後から吉野の方に詰めている

という勤務体系をとらせていただきました。そういう形で勤務をさせています。 

（「よくわからない」の声あり） 

〇上村保健福祉課長 嘱託職員は、基本的には浦幌と吉野兼務でございますから、常駐は

浦幌におりますけれども、そういった中で週２回、火曜日、金曜日、午後から吉野の方へ

出向いて執務を行っていると、こういうことでございます。 

〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 それで、上浦幌に今回ひまわり保育所ができるわけですけれども、これは専

従ということになれば、給与体系は同じということなのですか。 

〇水沢議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 上浦幌につきましては、へき地保育所という形で、先般３名体制で

上浦幌へき地保育所をやっていると。それについての園長は、専任で園長を置きたいとい

うことで、３名の中で保育士の中から園長を立てて、３名の中でそれぞれ担任２人つけな

がら、園長が代替に入ったり総体のまとめをするという体制で行っていくということでご

ざいますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 先ほど杉江議員の方から話がありましたパソコンのことなのですが、私が言

いたいのは文化センターのパソコンなのです。使っていたのは中学生ということで間違い

はないかと思うのですが、そこのパソコンのインターネットの使用実態みたいのはどうい

うようなものが入ってくるか、セーブか何かしているか、実態をお聞きしたいと思います。 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 教育文化センターに設置してあるパソコンにつきましては、地域情報シ
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ステム構築上ということで、国の補助をもらって設置したものでありまして、広く住民に

パソコンに対して親しんでもらうと、なれてもらうという目的で入れております。ですか

ら、アクセスはこちらからはどこにでも行きます。ただ、入ってくる情報については、多

分入ってこないと思うのですが、こちらから検索していくとどこまでも入ってくるという

ようなシステムになっております。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 たまたま先月でしたか、展示会がありまして、友達と見に行っていたのです

が、そこに中学生がいまして、１台しか置いていなかった、また後日見たら２台になって

いましたが、その１台のパソコンに中学生が座って、先ほど杉江議員がおっしゃっていた

ようなものを見ていたというのを目にしました。それで、見てはいけないとは言えません

が、教育的見地からして、エスカレートしていく傾向があってはならないと。やはり町の

庁舎内に置いているものも、ある程度何か規制をかけていただけないかなというふうに思

うのですが、いかがでしょうか。 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 今の福原議員がおっしゃったような話は、私ども聞いております。そう

いうことも含めて、目的からいうと、ちょっと撤去できないのかなという考えを持ってい

ますし、入っていく人の勝手と言ったらおかしいのですけれども、そういうこともありま

す。僕らではちょっと難しいのですけれども、今の中学生あたり、高校生あたりはどこま

でも入っていってしまうという傾向があります。それで、電算会社とも協議しまして、撤

去するのがいいのか、あるいはお金をかけて、そこまでできなくするのがいいのか、その

辺もありますし、ただ国の補助事業の関係もありますので、まだ会計監査の年度があと１

年あるものですから、その辺も含めて検討していますので、できれば４月早々には結論を

出したいなというふうに考えております。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 確認の意味も含めましてお聞きをしたいと思ってございますけれども、先ほ

どの差間議員のご質問に関連をいたしまして、お聞きをさせていただきたいというふうに

思ってございます。 

 そんな中で、さきの患者輸送バスの議案のときにも、今の入札にかかわることにおいて

の指名基準についての資料はいかがなのかということで資料提出を求めたものでございま

す。それぞれいただきましたけれども、この患者輸送バス並びにスクールバスの関連につ

いての指名基準にかかわる規定の中で、私はどうも指名基準に関する規定をいただきなが

ら、内容的に建設工事の請負の基準例と患者輸送バス並びにスクールバスの指名基準とい

うのは、おのずと違ってくるのが本当でないかなと。そのときに申し上げましたように、

建設工事のための基準例があるのであるから、そして患者輸送バス並びにスクールバスに

ついての指名基準とはおのずと異なりますよというふうに申し上げたのですけれども、浦

幌はこの基準でやってございますということで、建設工事の請負業者の指名基準に準ずる
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というような説明を承ったのですけれども、これに準じて申し上げさせていただきますと、

その考え方だけお聞かせいただければよろしいのですけれども、私は工事請負業者の関連

とスクールバス、患者輸送バスの基準とはおのずと違うというのは、何が違うかというこ

と。基準としては、考え方としてはいいのですけれども、この中に運送業務として絶対的

に根幹をなすものというのは、安全運転管理者、もしくは運行管理者の項目がこの中にな

いということは、一番大事なことなのだけれども、それがいなくても入札の基準に入れる

という問題をどう認識されているのか。これは、法的にも恐らく運送業者として、まして

荷物を運ぶのでなく、人間を、子供たちを、老人を、病人を運ぶ中での一番根幹をなす安

全運転管理者、それからもしくは運行管理者、その項目がないで入札基準としてどうして

選定されたのかという。この中にも書いてございますけれども、これも問題ある。審査会

において、またもう一つ何の問題があるかというと、資格審査会または指名委員会、以下

資格審査会というのは、会議において委員長が必要と認めたときは職員から意見を求める

ことができる。求めなければ、相手は言えないということです。ということは、審査会の

会長が独断で決めたと判断される場合もある。その辺のことについて、安全運転管理者の

問題と、また運行管理者の問題と、あわせましてこの資格審査会が、その代表者が意見を

求めない限りは、ほかの委員の方は物を申すことができない中で独断と偏見で指名できる

という盲点があるのかなと思いますけれども、その辺ちょっと具体的に内容を説明してく

ださい。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 指名の関係の審査基準等でございますが、運転業務に際しましては、昨年も

いろいろと安全運転管理者、それから運行管理者について町の方での関係も、いろいろこ

の議会でもお話ししておりますが、運送業務の会社は当然のことながら、この安全運転管

理者、それから運行管理者はいないと、これは公安委員会等で、法律で罰せられるという

ことでございます。そういうこともございまして、今回の場合、担当課の方でその辺は指

名願の中でチェックはしているようでございます。 

 それから、審査会の状況、私がこの審査会の長ということでやっております。審査会の

委員の方々にこの辺についてはお話ししながら、協力申し上げて検討してきたところでご

ざいます。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 助役、今説明したことはよくわかるのですけれども、もちろんのこと入札に

参加するのですから、持っていると思われますと、こういうのがありますということを言

ってございますけれども、僕は何回も言うようですけれども、書いたものが載っていない

ことは、後からもし問題があったときに、書いていないのだから、これでやったのだから

いいよということになる、絶対に。だから、スクールバス、患者輸送バスの入札するとき

には、きちっとその基準例を、まだ時間があるのですから……。もうないか、23日という

からないかもしれないけれども、それはきちっと整備をしてやらなければ、後から自分の
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首を絞めるようなことがあっては、助役、大変だと思う。だけれども、これは書いたもの

がないということは、僕はもし何かあったときに……。これからあるかもしれない。もし

入札で落札をされたというようなことがあったときに、いろいろな問題点が出てくるだろ

うと思うけれども、そのときにそういう書き物が一つもない状況の中でやるときには、恐

らく質問したら助役は僕に言うでしょう。そんなのはここに書いていなかったと。ただ、

それは口で言っただけだったと。この基準例には入っていませんよと、指名基準にはそう

いう項目はありませんよという、そういうスタイルのないように、これは念を押しておく

から、議事録をきちっととっておいていただきたいなというふうに思います。 

 それから、審査方法の中で、あいうえおの「え」までありますけれども、その「え」の

中、共同企業体のその他の審査項目、社会性等はという、この社会性というのはどういう

ことを指しているのか確認させてください。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 共同企業体の関係のことで質問がありました。この社会性ということについ

ては、やはり社会通念上、支障のないものということだろうと私は思っております。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 本当にくどいようで申しわけないですけれども、私、町長も助役も船出して

３年目、しっかりしてほしいから申し上げるのですから、間違っていても、責めているの

だという判断はしてほしくない。私は、擁護の気持ちで叱咤していると思って聞いていた

だきたいのだけれども、社会性という問題について、助役の言ったことはそのとおりだと

思う。このことについては、十分精査をしたという確信を持っているのですね。その確認

だけさせてください。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 私どもの方としては、その分も中で踏まえまして、精査したということでご

ざいます。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 十分確認もさせていただきましたし、以後これに書いてあるから、いないか

らという逃避はしないように、その辺もあわせてよろしくお願いしておきたいというふう

に思いますし、どうかこの入札が浦幌町の今のこの財政の厳しい中での荷物にならないよ

うに、いい結果になるように、ご期待を申し上げますとともに、自分のやっていることの

責任の重さを十分心して入札に臨んでいただきたいなというふうに申し上げて、終わりま

す。 

〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、幼稚園費までの質疑を打ち切らさせていただきま

す。 
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    ◎延会の議決 

〇水沢議長 ここでお諮りをいたします。 

 審議の途中でありますが、議事の都合により本日の会議はこの程度にとどめ延会いたし

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇水沢議長 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれをもって延会することに決定しました。 

 再開は、明日16日午前10時といたします。 

 

    ◎延会の宣告 

〇水沢議長 本日は、これをもって延会いたします。 

延会 午後 ４時４５分 

 


