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平成３０年 ９ 月 １２日（火曜日）第１号 

 

◎日程第５ 一般質問 

 

○議長（太田宏司君）：これより一般質問を行いま

す。 

通告の順に従い発言を許します。 

５番 森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：一般質問通告書に基

づき、質問させていただきます。 

まず、第１点の項目としまして、猿払村公共施

設等総合管理計画についてということで、質問い

たします。 

平成２９年３月議会において公共施設等総合管

理計画に係る質問を行い、その後の平成２９年１

２月議会では、スポーツセンターの補修計画の質

問行っています。さらに同僚議員からも計画に関

する質問があり、個別計画を２９年度末までに作

成するような答弁がありましたが、本議会に至る

まで、何ら説明がされていないことから、これら

に基づき以下の質問をしたいと思います。 

まず第１点、計画がおくれた理由。この辺を説

明願います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの森議員の

ご質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

個別計画の作成につきましては、議員のご質問

内容のとおり、昨年の第４回定例会におきまして、

平成２９年度末までに作成する旨の答弁をしたと

ころでございますが、議会という公の場での答弁

にもかかわらず、実行できていないことに対しま

して、誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げたい

と思います。 

計画策定の進捗が遅れている原因につきまして

は、全て言い訳になりますが、私の判断により、

急遽実施することとなった、公共施設のＬＥＤ設

備導入に係る事務処理対応などを優先させたこと

により、内部の実施体制が不十分であったことが

要因と考えております。 

この時点において、議会に説明すべきところが

抜け落ちておりました。 

いずれにいたしましても、私の不手際によるも

のであり、言い訳できるものではございませんが、

改めて議員各位、村民の皆様にお詫びを申し上げ

ます。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：それでは次にですね、

２点目。計画策定。 

今進めているのではないかと思いますが、その

時期について答弁願います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：現在、担当の総務課

におきまして、施設ごとの除却工事費や改修工事

費に関するデータベースを策定しており、来月末

を目途に村、課長職で構成する計画推進本部に素

案を提示した中で、費用の平準化を念頭に置き、

本年中に原案をまとめたうえで、最終的には平成

３１年度当初予算とリンクする形で個別施設計画

をお示ししたいというふうに考えております。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：ただいま本年中に策

定を一定程度済ませるというような答弁だったん

ですが、現在まだ、全くやられてないということ

なんでしょうか。 

この３月議会においては、個別カルテ診断、こ

れを行うというような副村長の答弁だったかな、

そんなのがあったと思うんですが、繰り返します

が、今まで何にもやってなかったのか、その辺の

答弁願います。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：ご答弁をさせてい

ただきます。 

その前に事務方の責任である私からですね、改

めて村長答弁もありましたけども、この遅れにつ

いて、申し訳ないというふうにお詫びを申し上げ

ます。 

それで現在、個別カルテ部分についてはですね、

施設センターのうちの村で持っている施設の一覧
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等からですね、いわゆる設備の情報とかそういう

ものをすべて、いま個別カルテのほうにですね、

入力がいま整った状態であります。 

これについて今後ですね、各課に改めて、この

施設ごとの情報管理のチェックをした後ですね、

最終的な施設及び設備改修計画を含めたものを第

７次総合計画に照らし合わせて、最終的に、今事

業費及び財源についてですね、年度の平準化を図

るために、この計画を今現在策定中でございます。 

いずれにしてもこれが整い次第ですね、議会の

ほうへお示しをさせていただきたいと思います。  

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：とりあえず個別カル

テはできたということで、判断してよろしいのか

と思いますが、これから各課にその分のデータを

渡し、これから積算するということでありますが、

現在今９月の中ですよ。 

１２月になればもう新年度予算が編成作業に入

るという中で、果たして今のスケジュールで間に

合うのか、その辺の判断をお願いします。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○村長（眞野智章君・登壇）：ご答弁させていただ

きます。 

いずれにしても時期がですね、今９月でござい

ますけども、この公共施設の計画については、計

画の中でもやはり重要な政策であるというところ

に位置づけておりますので、この辺については職

員、他の事業も含めて、ある中でございますけれ

ども、やはりこれは責任として策定をしてまいる

というふうに思ってます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：ということは、今年

中に一定程度のものができあがるという中で、新

年度予算にも反映させるという考えかと思います。 

その辺を踏まえて３点目。 

生活改善センター、プール、スポーツセンター

はどのような計画を考えているのかという部分に

なりますが、あのスポーツセンターは、昨年の１

２月議会でしたか、その中でスポーツセンターの

雨漏り計画に関してという話で、質問した部分が

ありますが、その中では公共施設等の総合管理計

画の中で現居施設を長期的に使用できるような改

修を行うというような答弁を受けてますので、こ

のような部分がもし含まれていたら、その部分は

ちょっと重複を避けるためにちょっと割愛してく

ださっても結構かとは思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：まず最初に、生活改

善センターにつきましては、皆様ご承知のとおり、

老朽化が著しい状況でありますことから、現時点

では、平成３３年度からの第７次総合計画実施計

画において現施設を除却し、新施設の建替えを行

う方向で検討しております。 

生活改善センターの施設機能は立地条件等から

鑑みて、今後のまちづくりにおける中核施設とな

りますことから、他の施設機能を集約させる形で

の建替えを念頭に検討を進めてまいりたいという

ふうに考えておりますが、実施に向けては、住民

や議会の皆さんとの議論を十分に行った上で、合

意形成をしてまいりたいというふうに考えており

ます。 

スポーツセンターについては、議員のほうから

割愛という部分で、１２月の答弁でも言った形の

中で継続して利用者への不便を最小限度に抑える

ように、今後も修繕等も含めて、対応を図って参

りたいというふうに考えております。 

次に村営プールにつきましては、今のところ不

良箇所を随時補修し、対応を行っているところで

あり、何とか今シーズンについては、営業を終了

することができました。しかし、施設全体の老朽

化や管理棟の手狭さや構造など課題も多く、建替

えが必要な施設であるという認識を持っておりま

す。 

公共施設等管理計画で掲げる施設の縮小や統合、

廃止の推進に基づき、利用者の多くが、児童生徒

であることを踏まえ、今後学校の改築等の計画を

考えていく中で、学校施設に併設して設置するな

どし、一般開放といった形で休日には一般住民の
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方にも利用してもらうなどの方策について検討し

たいというふうに考えております。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：まず、生活改善セン

ターについては、３３年度の７次計画、この中で

建替えを検討すると、他の機能集約化を図るとい

うことでありますが、現時点で、利用に大変苦慮

をしているという部分があるかと聞いております。 

特に今回たまたま中止になりましたが、村の敬

老会。これが生活改善センターでは実施しづらい

と。なおかつ大きな管内事業で生活改善センター

利用、特に高齢者の利用もあると、トイレが非常

に使いづらいというような状況にあるかと思いま

す。そうした中で現在のトイレ改修、水洗化にす

る部分ですね。それは現状ではかなり厳しい部分

があるかと思います。そうした中で、３３年から

の計画ってことは、３３年度以降、当然、計画を

して、設計をして、それから建設をするというよ

うなことになると、まだまだ先のことになるかと

思いますが、たまたま今回の敬老会につきまして

は、中止になったという中で、果たして保健セン

ターで、どの程度の開催になったかというちょっ

と不安な部分がありましたが、そういった面も踏

まえて、何とかこの生活改善センター、やっぱり

他にも施設があって、まだまだ中途半端というか

そういった施設はあります。 

しかしながら大きな部分ってのは、なかなか生

活改善センターを除くと使用できる部分がないと

いうようなことがあります。 

そうした中でこの生活改善センターに関しまし

ては、もう少し前倒しするか、それとも完全にト

イレだけ改修してもだめな部分がありますので、

何とかその辺をちょっと考えていただきたいなと

いうふうに思っておりますがその辺どうでしょう。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：１つの例として、敬

老会のお話がありました。たしかに敬老会の時に

トイレ等を利用している高齢者もしくは障がい者

の方々から、トイレが非常に狭いと、車椅子の中

でトイレに入っていってもなかなか転回ができな

いという形の中で、なんとかしてほしいという声

が私のほうにも届いております。 

その中でいろいろ検討させていただきましたけ

ども、やはり非常にお金が掛かるという状況の中

で、定期的に使う敬老会については、年に２回あ

りますけども、その部分が今年は保健福祉総合セ

ンターのほうで開催をしてみようと。その部分に

ついては、多機能の多目的トイレもありますし、

いろいろな形で利用も可能だろうという形で、保

健福祉課のほうで、シュミレーションを取ってい

ただいた中で、十分敬老会はあそこのホールと向

かいの洋室のほうで開催できるだろうという判断

をさせていただいて、今年度は保健福祉総合セン

ターのほうで実施をするということを決めたとこ

ろでございます。 

ただ、今、議員からの申し出のありました、３

３年の生活改善センター、その後実施計画をして、

それからまた２年や３年というような形の中で、

今後４年、５年という形の中でかかってはいきま

すけれども、全体的な公共施設整備計画の中にも

ありますし、財源的なこともありますから、それ

は優先順位を今後考えながら実施してまいりたい

というふうに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今の村長答弁のとお

りだとは思いますが、現総合計画の中には、改善

センターの改修は入ってないというような部分も

あります。 

そうした中で、極論を言わせてもらいと、この

際改善センターはいらないと。 

仮に大きな部分でいくと、スポーツセンターが

場所的に悪いですが、あそこを改修して改善セン

ターふうに多目的に使えるような改修をするとい

うような考えはどうでしょうか。 

私の思いつきですが。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：確か前にも他の議員

からそのようなご提案があったかと思います。 

その時には私としてはあそこは高台なので、ど
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うしても高齢者の足の確保が非常に難しいだろう

というような答えをさせていただいたというふう

に思っております。 

今、議員から先般、たしか山森議員のほうから

そのようなお話があったかと思いますけれども、

そういうことも含めながらですね、今後検討して

参りたいというふうに考えております。 

ただ、商工会の方からも、あそこを１つの、い

ろんな提案もいただいておりますので、そういう

ところもリンクをさせながらといいますか、考え

ながらですね、各関係とも協議をさせていただき

ながらどういう形がいいかということで先ほど答

弁をさせていただきましたけれども、あそこはた

ぶん場所も広いですから、中核となる場所だとい

うふうに我々は考えておりますので、今後どのよ

うな形がいいのかという部分も含めてですね、議

員又は村民方々ときちんとお話をする中で、やっ

ていきたいというふうに考えております。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今私が思いつきとい

う形で言ったのは、あくまでも現存の施設を利用

して、改善するという。ですから前回の同僚議員

のいった建替えですね、その部分とは全く違うと

いう考えで、発言させていただきました。 

ついでに最後にスポーツセンターなんですが、

直近でなにか、改修計画。その辺の検討はされて

いるのか。 

その辺だけお聞きしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：眞坂教育長。 

○教育長（眞坂潤一君・登壇）：ただいまのご質問

にお答えをさせていただきます。 

大きな改修計画そのものはまだ総合管理計画の

中の位置づけができておりませんので、細かな今

後の計画については、まだ白紙でございます。 

当面ですね、雨の強い日には雨漏りも体育館、

アリーナ内も生じている部分もありますので、部

分的補修で利用者が安心して使える体制だけは、

最低限整えていきたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：スポーツセンターに

関しましては、もうすぐ雪が降るというような中

で、雪が降ってしまえば雨漏りはかなり改善され

るのかなという形がありますが、来年度以降に向

けてやっぱり早急になんらかの手立てをしてほし

いということで、第１項目の質問を終わります。 

続いて２項目。 

知来別小学校の大規模改修についてということ

でありますが、本年度に予定していた、知来別小

学校の大規模改修は、国の補助金が付かないとい

うこととの理由で計画は取り止めとなりましたが、

今後はどのような改修をしていくのか、現時点で

の考え方をお聞きしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：知来別小学校の大規

模改修は、国の補助採択が見送られたことにより、

今年度の事業執行を取りやめることとしましたが、

次年度の事業実施を視野に、国への補助申請を進

めてまいりたいというふうに考えております。 

しかしながら、補助採択となる施設は建設後４

０年経過が原則となっていることから、次年度に

ついても補助採択がされない可能性も十分に考え

られるところでございます。 

これを踏まえまして、次年度の当初編成時の協

議とはなりますが、全額起債での工事実施対応も

視野に協議をし、その方向性をつめていきたいと

いうふうに考えております。 

知来別小学校の他にも、大規模改修を控えてい

る学校もありますので、できるだけ早期に改修事

業に着手したいというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：次年度も交付申請を

するという中で、村長の答弁にもありましたとお

り、建築後４０年が大規模改修の補助採択の要件

だというようなこともあります。 

そうした中で、全額起債で対応するっていうの

も、可能でしょうけれど、今年度知来別小学校に

計画していた改修では、２億６６００万円ですか、

その程度が掛かると。 
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今後においては鬼志別小学校や浜鬼志別小学校、

拓心中学校、これらがあります。浅茅野もありま

す。 

順次、年数は違いますけれど、大規模改修が出

てくるのではないかなと思われます。 

この際、義務教育学校とまでいかなくても、小

中一貫校として１つの学校に児童生徒をまとめる

というような考えはどうなんでしょう。 

そうするとメリット、デメリットがありますが、

この際、移行をする価値がないでしょうか。 

当然、一貫校で新設校になると、建設資金の補

助もかなり優遇されるはずですし、解体費用も補

助金が付くようなことではないかと思うんですよ。 

その辺でこの考えではどうでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：眞坂教育長。 

○教育長（眞坂潤一君・登壇）：ただいまのご質問

にお答えをさせていただきたいと思います。 

小中一貫教育、義務教育学校という名称で最近

は使われている部分はあります。ただ、制度自体

２０１６年４月に制度化された、まだまだ新しい、

文科省としての取組みではございます。 

議員の質問の中にもありましたとおり、まだ、

確かにメリットも大きなものもありますし、デメ

リットも正直、現段階ではいくつか上がってきて

いるというのも事実でございます。 

そういったところも含めて、村内、現在小学校

４校、中学校１校でございます。 

一気にそれをひとまとめという方法もあります

し、いくつかの小学校と中学校をくっつけるとい

う方法をしている地域も現在あります。そういっ

た面もたくさんの情報集めながらですね、猿払村

にとってどういう方法が１番効率的であるかとい

う面も含めて、今後の大きな検討の１つの材料に

はなってくるとは思いますので、十分情報を集め

ながら検討してまいりたいというふうには考えて

おります。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今教育長からこれか

ら検討ということとの答弁がありましたが、実際、

知来別小学校の大規模改修は目の前にきていると。 

それをどうするかっていう問題より先にこちら

の小中一貫、こちらのほうが先の検討にしたほう

がいいのではないのかと。仮に知来別の大規模改

修をやってしまってから、小中一貫、それをやる

ということになると、知来別に無駄な金というか、

そういった投資をしてしまうということにもなり

かねない。 

その辺はどうでしょう。 

○議長（太田宏司君）：眞坂教育長。 

○教育長（眞坂潤一君・登壇）：お答えをいたしま

す。 

先ほど答弁でも申し上げましたとおり、まだ制

度化されて間もないものでございます。 

正直小中一貫ができた中身それが現状として、

現在までの体制の中で、中身が正直追いついてい

ない部分が多々あります。 

その１つに、小中一貫ですから、そこで働く教

員については、小中学校の両方の免許を所有して

いる方であれば、非常に効率的に学校運営ができ

るという部分もありますが、現状としては、小学

校教諭の約４割は、現状としては中学校教員の免

許を持っていないという事例もあり、なかなか人

的配置については非常に難しい状況が生まれてく

るであろうとなれば、小学校と中学校と免許を持

った教員をそれぞれ配置しなければいけないとい

う部分では、そういう問題も１つ出てくるのかな

というふうな今のところの認識でございます。 

まだまだ制度的には、これから改正されていか

なきゃならない部分がちょっと多いのかなという

現状としての認識でございます。 

学校の改修よりも先にそちらの検討ということ

もご意見もありましたが、管内的には中頓別町も

こういう形で今動こうという情報も入ってきてお

りますので、近隣の情報も得ながらですね、内部

的には検討してまいりたいというふうに考えてお

ります。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：うまく伝わらなかっ

たみたいですが。 

私の先ほどの質問は、知来別の大規模改修、そ
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の前に小中一貫の教育、この辺の検討をすべきで

はないのかという質問だったんですが、その辺の

答弁がなかったので、改めてお願いします。 

○議長（太田宏司君）：眞坂教育長。 

○教育長（眞坂潤一君・登壇）：的確なご答弁にな

っていなかったことをお詫び申し上げます。 

現状としては、小中一貫の体制を取るにしろで

すね、これからですと結構時間が掛かる事業とい

うふうになります。 

それを待っている間に小学校の今の現状の施設

については、ますます老朽化、それから内容的に

は非常に子供の安全には欠かすことになる施設に

というふうになってしまいますので、現状として

は、やはり知来別小学校は改修事業として取り組

まざるをえないかなという判断のもとに、現状と

しては、作業を進めているということでご理解を

いただきばというふうに思います。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：教育長の考えはそれ

はもっともだと思います。 

実際に知来別小学校を見て来た段階で、相当ひ

どいです。 

そうした中で、将来的な小中一貫、その辺を考

え、最小限度に改修を行うというそういった手も

あるかと思います。 

もう１つ気になったのは、教育長は義務教育学

校、これについてお話してましたが、私は小中一

貫教育、ようは併設校です。そういった形の中で

考えております。 

教育長が答弁されたとおり、義務教育学校であ

れば教員が小中の免許を持っている必要があると

か、そういった必要がありますが、併設の一貫教

育、これであれば、中学校は中学校、小学校は小

学校というような教員配置ができるというような

形ありますので、私はそういった部分に対して提

案しているというわけであります。 

その辺は認識はちょっと違いましたが、とりあ

えず知来別小学校は改修していかなければならな

いという部分が、その辺は十分認識しております。

その辺を踏まえて今後一定程度の検討をしていた

だければというふうに思います。 

以上で、質問を終わります。 

 


