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◎開会の宣告 

〇委員長（加藤正恭君） 時間が早いようですけれども、そろいましたので、ただ今から４日

目の決算審査特別委員会を始めたいと思います。  

 皆さん、おはようございます。お二人の風邪をひかれた委員さん、今日はそろいました。吉

田委員さんは、ちょっと２、３０分私用で遅れるということですが、途中から来られると思い

ます。全員、初めてそろう委員会になろうかと思います。 

 それでは早速、審査に入りたいと思いますが、午前１０時から１１時まで、財政課でござい

ます。財政課の皆さん、大変お忙しいところおいでいただきまして、誠にありがとうございま

した。どうぞ、よろしくお願いをいたします。 

 それから、進める前に課長の方に、うちの事務局長の方から、今まではですね、５分か１０

分くらい、こう説明という時間を設けておったのですが、今回からは重点的に、ここだけは何

とか説明しておきたいという部分があれば、説明をしていただくと。 

 なければですね、早速各委員さんからの質疑に入りたいと思いますが、早速始めたいと思い

ます。 

 それで、ありましたら課長の方から、どうぞ。  

 はい、辻課長どうぞ。  

〇財政課長（辻 昌秀君） 私の方からちょっと、１４年度決算についての中で、特に基金の

処分の関係。それとあと、公債費の関係ですね。２点、ちょっとご説明をさせていただきたい

と思います。  

まず、主要施策成果説明書の２７ページになりますけれども、基金管理費について、若干ち

ょっとご説明いたします。 

１０目、基金管理費。これ、各種基金の積立金ということですけれども、決算額４１２，５

０６，７１１円ということで、例年に比べ、かなりのちょっと金額になってございます。  

その、大きなものといたしましては、金額的には積立金のうち、財政調整基金５２，８３４，

７４９円。これちょっと、後ほどご説明いたしますけれども、このうち約５１，０００千円に

つきましては、後ほどご説明いたします土地開発基金からのですね、廃止に伴うその残高を、

財政調整基金に振り替えしたというものが入ってございます。その大方はそのようなものです。 

あと、町政管理基金９１，５５５，０００円ですけれども、これは決算整理の中でですね、

補正予算にも計上しておりますけれども、９１，５００千円程度積み増しを行ったというもの

でございます。 

あと、都市公園づくり基金。これ７９，８１９，０００円ということで、金額が大きくなっ

ておりますけれども、これは従来ありましたシンボル公園づくり基金をですね、廃止してです

ね、新たに都市公園全体、全般的に活用できるという都市公園づくり基金に再編成したという

ことによる、振り替えの積立でございます。  
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次、２８ページになります。土地開発基金１３０，８１０，９３８円ですけれども、これに

つきましては、平成１４年度白老滑空場のですね、用地を買い戻しするということで、土地開

発基金から繰り入れするに当たりましてですね、その不足分、滑空場購入資金の不足分につい

て１３０，０００千円、これを積み立てして、そして滑空場の用地を購入して、さらにその後

基金の目的がある程度達しられたということで、廃止してございます。その作業の中での積立

ということでございます。 

 次、公債費について若干ご説明いたします。ページといたしましては１９７ページになりま

す。１９７ページ、１２款公債費のうちですね、１項１目の元金。決算額１，２４４，８００

千円程度になってございますけれども、その内訳で一部繰上償還、あるいは借り換え等がござ

いますので、若干補足をさせていただきたいと思います。 

 この１，２４４，０００千円のうち、繰上償還に係わる額が約９５，０００千円ほどござい

ます。ウタリ住宅資金の繰上償還があったことによっての返済の部分が８，６９９千円。その

残り８４，５００千円につきましては、任意として、これ銀行等からの借り入れについて、将

来的な公債費の負担額を軽減するために、任意に繰上償還したもの８４，５００千円になって

おります。  

 その他、公有林、町有林の過去に借りた増林資金のですね、金利の高いものを金利の低いも

のに借り替えするという部分での借り換えの金額が６１，１２３千円ございます。  

 この借り換えにつきましては、備考欄に記載してございますけれども、共済でそのうち６０，

８００千円、これ借りるというような形の中で借り換えしてございます。  

 あと、町債、現在高の状況につきまして、若干あと最後にご説明させていただきます。２０

０ページでですね、ちょっとご説明させていただきたいと思います。 

 ２００ページに各会計別の町債現在高が載っておりますけれども、一般会計の状況といたし

ましては１３年度の現在高約１６，０９５，０００千円ということでございます。  

 先ほどご説明しました、元金の返済で１，２４４，０００千円程度。あと利子の償還で５２

０，０００千円程度ということになっておりますけれども、さらに１４年度ですね、発行した

額が１，３０２，７００千円ほどありまして、１４年度末の現在高で１６，１５３，６３７千

円ということになってございます。  

 この残高のうちですね、例年ちょっとご説明しておりますけれども、地方交付税、普通交付

税ですね、今後算入になるこの現在高の金額につきましては、試算では９，８８６，０００千

円程度ということで試算してございます。 

 一般会計の残高約１６，１５３，０００千円のうち９，８８６，０００千円が、今後交付税

のですね、交付税として算入されると。率にして６１．２％というような見込みを立ててござ

います。 

○委員長（加藤正恭君）  ６０いくら。 

〇財政課長（辻 昌秀君） ６１．２％でございます。 
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あとは特別会計の中で、これ若干今回の対象ではございませんけれども、ご説明いたします

と、特別会計の中では公共下水道事業特別会計だけ交付税措置がありまして、１４年度末の現

在高８，８４１，６９６千円のうち４，８５９，０００千円、５５．０％。これが交付税算入

されるということで試算してございます。 

 あと、この表、企業会計につきましては企業会計の決算書に残高が載っているということで、

ここに記載されておりませんけれども、全会計合計いたしますと、２８，５５６，０００千円

になります。１４年度末の現在高。２８，５５６，０００千円。 

 このうち、交付税算入される額が１４，７９２，０００千円。率にして５１．８％。町全体

の共済の借入現在高のうち約半分程度ですね、は今後交付税算入されるということで試算して

ございます。  

 以上で補足の説明を終わらせていただきます。  

○委員長（加藤正恭君）  はい。ちょっと待ってください。 

 今の説明で、合計で２８，８００，０００千円と言っていましたね。こっちでは２６，７０

０，０００千円になっているのだけど。  

〇財政課長（辻 昌秀君） 水道会計と、ちょっと病院会計が決算書が別になっている。入っ

ていないものですから。水道と病院を足して。 

○委員長（加藤正恭君）  ああ、そうか。水道と病院がね。はい、分かりました。 

〇財政課長（辻 昌秀君） ２８，５５６，０００千円。  

○委員長（加藤正恭君） はい。課長の方から今、大ざっぱですけれども、地方債と、それか

らもう一つ何だった。  

〇財政課長（辻 昌秀君） 基金の関係です。  

○委員長（加藤正恭君）  基金の関係での説明がありました。  

 それでは早速、各委員さんからの質問を受けたいと思います。質問のある方はどうぞ、お願

いします。  

 はい、どうぞ。鈴木委員。  

○委員（鈴木宏征君）  ちょっと資料でいただいていた部分で、工事発注状況の資料が、いた

だいているのですが、これ町内・町外の業者の発注率・件数をいただいたのですけれども。 

 今の制度ですね、入札制度というのですか、始まってですね、前と比べてこれ、１４年度か

らでしたか。今の入札制度は。１３年度ですか、平成。比べてですね、入札金額を公表するっ

ていうのがありましたよね。  

 それをやった成果としてですね、今までやっていない１２年度までですか、と１３年度から

のその公表したことによっての、この落札率っていうか、がどのように変わっているかちょっ

と、分かれば教えていただきたいと思います。 

○委員長（加藤正恭君）  はい。後藤参事、よろしいですか。  

 はい、どうぞ。後藤参事。  
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○参事（後藤光雄君）  ただ今の質問なのですが、必ずしもその統計的にとっているというふ

うなことではございませんので、確たるところについてはですね、推測の部分もございますが、

今ご指摘のとおり、平成１３年度から制限付一般競争入札を導入しております。 

 従いまして、その導入のときからですね、予定価格の事前公表をやってございますが、その

結果としまして、今委員が言われましたように、落札率が低下しているんじゃないかというふ

うなことでございました。 

 おっしゃるとおりでございまして、その以前のですね、部分につきましては先ほど言いまし

たように、ちょっと推測の域をでないのですが、ほとんど９８％から９９％台だったものがで

すね、１３年度から９７・９６といったように、落札率が低下してございます。 

 以上です。  

○委員長（加藤正恭君）  はい。 

 はい、鈴木委員、どうぞ。  

○委員（鈴木宏征君）  あとですね、今はその公表してやっているのですが、将来的な考え方

なのですが、これから何でもその電子入札ですとか、いろいろな方向で今施行しているところ

もあるというのですが、町としては今のシステムの中でですね、当分は行くというふうに考え

ているのか。今の方法が一番良いのかどうかというのは、今まだ３年目ですが、しか経ってい

ませんので、まだ評価できるところではないのかもしれませんけれども、将来に向かってです

ね、どのように考えているのかということ。もし、計画というのか、考え方があれば、教えて

いただきたい。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、後藤参事。 

○参事（後藤光雄君）  今言われました電子入札に係わりましては、国それから道、要するに

都道府県ですね。国の次に都道府県、それから政令指定都市、それから市町村と。こういうふ

うな段階で、進んでいこうとしております。  

 今、２０１０年に市町村まで電子入札が下りてくる予定になってございます。それまでに、

国・道・政令指定都市の進捗率と言いましょうか、動向を見ながらですね、市町村についても

導入していきたいと。  

 それは、まず国が先進的な役割を果たすのですが、その制度の、何て言いましょうか、いろ

いろシステム上でですね、改善する部分があるとすれば、その期間中に改善し、市町村まで下

りてくると。今はそういう流れです。 

 以上です。  

○委員長（加藤正恭君）  はい。よろしいですか。他にどなたか。 

 私から今のね、入札に関して、今までのずっと各課のいろいろな審議の中でね、地元から物

を購入しようと。してくださいというお願いを、ありとあらゆる機会に言っているのだけど。     

実際問題として地元から、あるところはですよ。ある課と言ってもおかしいかもしれないけ

れども、地元からはものすごく高いと。ものすごいということは語弊がありますが、苫小牧・
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札幌辺りから比べると、いわゆる物品の場合高いのだと。 

 それで、１００％じゃないけれども徐々にですね、地元の購入率が下がっていると、こうい

う話があるのですけれどもね。 

 我々もできるだけ、地元から購入してもらいたいのですが、こういう財政的にシビアな時代

になりますと、そういう問題が出てくると。できるだけ同じ物を買うのにね、地元だからとい

って高い物を買うというのも、いかがなものかという批判が出て、やはりこう、価格がある程

度抑えられているとすれば、その範囲内でできるだけ安くと。こういう方法がね、考えられて

いるのだけれども。 

担当課としては、その辺りはどのように考えておられるかね。伺いたいのですが。  

はい、後藤参事。  

○参事（後藤光雄君）  まず、工事関係に伴います諸資材の購入、それにつきましては従前か

ら地場産品の利用。あるいは地場産品じゃないにしても、地元企業を介しての購入といったよ

うなものを指導してございます。  

 ただ、委員長がおっしゃいましたように、白老の企業が扱った場合に同じ製品であっても、

高めになるんじゃないかと、それは確かにそのとおりの部分もございます。その要因としまし

てはですね、例えば苫小牧方面、あるいは札幌方面のそういう諸資材を扱う商社につきまして

は、物を大量に買うというふうなことができるわけですね。  

 当然ですが、先ほどの資料にあるとおりですね、白老町の公共事業は減ってきているのは確

かなものですから、苫小牧や札幌方面であったとしても、減っているのは間違いないのですけ

れども、発注高と言いましょうか、その公共事業費がですね、減ったといえ白老町に比べます

と数段の差があるわけですから、当然大量に仕入れ、大量に売るといったようなことができま

す。 

 それはその、商いですから、当然物が多く動くとなると安くなるといったようなことがあり

ます。 

 それで、先ほど言いましたように、指導は従前からやってはいるのですが、それぞれ建設業

者であったとしても、それは当然商売ですので、安い物を買って、自社の経営関係を良くしよ

うといったような部分はあろうかと思います。 

 そういう中にあってもですね、先に申し上げましたように、指導としましてはやはり地場産

品、あるいは地元企業からの物を購入するというようなことについては今後もですね、指導を

していきたい。 

 これからのことになりますけれども、例えば建設工事だった場合につきましては、共通仕様

書の中に、私が今申し上げましたような地場産品の利用だとか、地元企業だとかっていう部分

については規定がございます。ただし、それは強制力を持っているわけじゃないのですね。強

制力はないのですけれども、そういう仕様書に書いている文言を利用しながらですね、もう少

し指導をきつくって言いましょうか、１ランク厳しい目でですね、指導できないものかなと。  
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 これからの検討課題ですけれども、そんなことも私は考えております。  

以上です。  

○委員長（加藤正恭君）  はい。他はどなたかありませんか。  

 はい、どうぞ。氏家委員、どうぞ。 

○副委員長（氏家裕治君）  今、工事の発注関係についてちょっとお話が出たものですから、

一言ちょっとお聞きしたいのですが、地場の、地元業者からの資材購入等々に係わることにつ

いて、工事の設計ですね。設計に伴うそういった物品単価というのは、地元の単価を基準に考

えていらっしゃるのでしょうか。  

○委員長（加藤正恭君）  はい、後藤参事。 

○参事（後藤光雄君）  公共事業の場合ですと、全道一律の場合ですと道単価というのがござ

いますし、それから室蘭・苫小牧、胆振・日高と言いましょうか、それらの地方単価というの

がございます。それらで、一律の単価を使うことになっております。 

 ただし、それらに載っていないものにつきましては、先ほども触れましたけれども、地元の

企業からですね、見積りを取りまして、その上で設計価格に反映させているというふうな実態

でございます。 

 以上です。  

○委員長（加藤正恭君）  どうですか。よろしいですか。いいですか、それで。  

○副委員長（氏家裕治君）  はい。  

○委員長（加藤正恭君）  はい、他にどなたか、どうぞ。  

 私からね、財産管理の面でね、関連で２２ページ・２３ページがそうなのでしょうけれども、

今非常に財源が厳しい時代であるということから、自主財源を各自治体は考えなきゃだめだと

いうようなことでね、いろいろと知恵を絞って何年か前からいろいろなことをやっているので

しょうが、財産の有効活用というのかな。有効利用というのかな。そういうものはね、大いに

検討されるべきだと。  

 売却も含めてですよ。売却も含めて、賃貸をするとかね。それから例えば山林などはこの１

４年度ですか、２６，０００千円くらいのね、町有林を間伐っていうのですか、途中切ってで

すね、出して、財源を作っていると。 

 それから、消波ブロックなんかの土地をね、貸して、空き地を貸して、そこでブロックを作

らせているとかね、そういうので賃貸料を稼ぐとか。いろいろなことを考えておられると思う

のだけれども、今後未利用地っていうのも結構白老町にあると思うのですよ。更地でね。  

 しかも、何年もそのまんまという所もあるのだけれども、そういう部分についての利用とい

うか活用というか、売却も含めて、今後そういうことも大いにね、考えていかなきゃならない

んじゃないのかなと。  

 それで、自主財源をできるだけ確保しようという姿勢が、していないとは言わん。やってい

ると思うのだけれども、その辺りは課長、どのように将来的には考えておられるのかね。将来
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というか現在もそうなのでしょうけれども。  

 その辺り、いかがでございますか。 

 はい、辻課長。  

○財政課長（辻 昌秀君）  今ちょっとご質問の、町有地の活用処分のご質問ですけれども、

これまでの取り組みとしては、基本的には市街地内のですね、住宅地として処分できる部分、

そういうのを中心に行ってきてございます。  

 １４年度のですね、事業といたしましては２３ページの(７)の町有地処分事業とございます

けれども、これは経費をかけている部分なのですけれども、白老の大町、ふれあい公園に隣接

する、元の中学校の教職員住宅の建物・用地、それらについて、住宅を解体してですね、処分

すると。そういうようなことも、最近の取り組みとしては行っております。３区画に分割して

ですね、そして１５年度では１区画販売と。  

 あるいは、直接その教職員住宅地ではございませんけれども、近隣の住宅地も１区画処分す

るとか、そういうような住宅地の処分をやっております。 

 ある程度ですね、販売実績に見合って、それを補充しながらですね、処分できる部分を増や

していっていると。住宅地についてはですね。そういうような状況です。  

 大規模にですね、販売でき得る用地も、市街地内にはありますけれども、民間も含めて、現

在住宅地販売というのはやっておりますので、何と言うのですかね、売れない土地を多く抱え

るよりもですね、ある程度売れ行きを見ながらですね、現在販売をしているという状況です。  

 ただ、今委員長のご質問の部分につきましては、それ以外のですね、部分の利用が今のとこ

ろ予定がない所についての、ある程度大きな処分というようなご質問だと思うのですけれども、

この件については一昨年のですね、５月・６月にですね、当時の総務文教常任委員会で公有財

産の管理についてということで、ある程度大規模な面積の未利用地についてですね、現地調査

も含めてですね、ご説明して、ご意見もいただいておりますけれども、当時の委員会の意見が

ですね、やはり町のそういう大きな土地については、やはり町民の基本的な財産で、安易にす

ぐ売るということではなくて、十分今後の利用方針も見極めてですね、これは慎重に取り扱っ

た方がいいんじゃないかと。どちらかというとそういう意見がございます。 

 そういうこともございますので、過去に何回かその時点その時点での、その町有地の活用に

ついて、町の検討というのも行っておりますけれども、そういう未利用地については、近いう

ちに、いつということではないのですけれども、改めてですね、やはり一定期間経っています

ので、その処分の対象にするか、やはり利用の道を探るかですね、そういうような検討がやは

り今後進めていかなきゃならないのかなというふうに、私は考えております。  

○委員長（加藤正恭君） あのね、分かるのだけれども、まぁ昔から持っている土地で改めて

購入して借金しているわけじゃないから、金利はかからないにしてもね、例えば工業団地など

をね、確保している。売れない。そして、金利だけは払っていると、こういうような状況があ

るわけです。  
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 だからといって、持っている土地がね、ずっとこう、右肩上がりになるかって言ったら逆に

ですよ、横か逆に下がり気味ですね。 

 そういうものをね、ただ黙って持っているのがいいのかね、そういう面の検討というのはね、

これからやっぱり考えなければね。国の金をばっかり、ばっかりと言ったら語弊があるが、国

から来ない来ないって嘆くことばっかりじゃなくして、やっぱり自治体も自主財源という、そ

ういうことも一生懸命やってですよ、それから新たなね、例えば新税、どうしても足らないな

ら新税を考えるということになれば、ある程度町民の理解も得られるのじゃないのかなと。将

来的にですよ。 

 そういうことも含めてですね、今後検討していっていただきたいと、要望しておきます。そ

れだけです。  

 他の委員さん、どなたか、ありますか。どうぞ。  

 はい、吉田委員、どうぞ。  

○委員（吉田正利君）  吉田です。遅刻いたしまして、大変失礼いたしました。お詫びをいた

します。 

 ２４ページの町有財産の貸付調書について、質問させていただきます。この中で、無償貸付

が３２件ほどございますが、この主なものについて具体的にご説明いただきたいと思いますが。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、中川主幹。 

○主幹（中川俊雄君）  今言われました、無償貸付についてですね、大まかにちょっとご説明

いたします。  

 主にですね、貸付というのは各町内会の方々にですね、いわゆる物置だとかリサイクル用地

だとか、敷地だとかですね、そういうものが主にお貸ししてあります。あるいは後は、水道事

業関係だとかですね。後、社会福祉法人エコライフまどか、いわゆる藤田医院がですね、使っ

ております白泉閣跡地だとか、そういうのが中に入っております。  

○委員長（加藤正恭君）  吉田委員、よろしゅうございますか。はい。また後でどうぞ。 

 他にどなたか。  

 なければね、一つ基金の先ほどお話があったのだけど、これは出納室ともね、関係してくる

のでしょうが、基金の運用、ね。  

 定期に積んでおくって言ったってね、今いくらですか。０ .００１だか２だかっていうような

状態ですね。それでペイオフの問題もあるしね。やはりこう、基金をうまく活用しているかど

うかということをね、これ一課長の段階ではなかなか難しいのでしょうが、その辺りをもう少

しこううまく活用するような方向をですね、考えるべきじゃないのかなと。 

 他の市町村もね、こういうことでいろいろ悩んで、悩んでいるったら分からないけれども、

いろいろ検討していると思うのだけれども、他の市町村ではどのようなね、この運用方法をし

ているのか。もちろん安全でなければならないことは当然のことなのだけれども、その辺りに

ついてはどのような方向で考えておられるのか。それを伺いたいと思うのですが。  
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 はい、辻課長、どうぞ。 

○財政課長（辻 昌秀君）  基金の運用に関してのご質問ですけれども、ちょっとこの主要施

策の中で関連する部分としては、基金管理じゃなくてちょっと公債費の方にですね、今度関係

する部分が出てきますので、それをちょっとご説明したいと思います。  

 １９８ページになります。１９８ページの (２)の一時借入金利子支払費というのがございま

す。公債費の中に入っておりますけれども、町が１年間のですね、収入があって支払いをして

いるという中での、その時々の不足する資金についてですね、これ借入れするという利子につ

いて、ここに載せているのですけれども、一般会計分では３，２９８，９２５円ということに

なっております。  

 これ従来ですね、これは主に指定金融機関から借入れするということで、やっていたのです

けれども、ここ何年か前からですね、基金として預金して、そして金融機関からまた別立てで

借りるということで、預ける金利は低くて、借りる金利はちょっと高いという、そういうよう

な問題。 

 そしてペイオフの問題がありまして、最近では基金の方でですね、持っているその資金は、

逆に町のこういう不足財源、一時借入金として活用しようということで、現在運用しておりま

す。 

 そういうことから、ここに借入利率と載っていますけれども、０ .０３％から０.８％となっ

ていますけれども、この０ .０３％の部分がですね、これが基金から借入れして、基金に対して

支払った利息ということになっています。 

 これがこの、根拠としては主に１年定期、銀行にもし基金が預けた場合のですね、１年定期

の利率ということで、ほぼそれと見合った額を基金に払うと。こちらの後ろの０ .８というのは、

金融機関から借りた場合、こういう形で非常に借入れするにしても、金融機関から借りるのは

０.８、預けるのは０.０３ということで、差があるものですから、現在かなりのものはですね、

こういう形で基金からですね、借入れするということでやっております。  

 それで、他の町の実態という部分はちょっと、実際実務の部分ではちょっと、出納室に所管

するので、私も細かいところはですね、把握してございませんけれども、やはりペイオフとい

う問題がございますので、他の自治体においてもかなりの部分、この直接基金からですね、借

りるものは借りると。基金のお金を実際その自治体の中でですね、運用すると。そういう事例

は増えているかと思います。  

 あるいは、どうしてもその一定の金利を出さなきゃならないものについては、国債を買うと

かですね、そういうことも一応認められておりますので、そういうようなことも、されている

自治体もあろうかと思いますけれども、最近はこういう基金からの繰替運用というのですけれ

ども、基金から借りるという事例がだんだん増えてきていると思います。  

○委員長（加藤正恭君）  はい、他にどなたかありましたらどうぞ。  

 はい、熊谷委員、どうぞ。  
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○委員（熊谷雅史君）  冒頭財政課長から説明がありました、２００ページの辺りに関連する

のかなと思うのですけれども、交付税率が１４年度は６１ .２％ということで報告を受けたので

すけれども、平成１４年は、当初国が示した骨太の方針がちょうど頭出しの時期だったと思う

のですけれども、それで質疑の中でね、いろいろ議会の質疑の中で、いろいろとその見えない

部分がありますと。非常に、財政部局としては非常に混迷する部分もありますということなの

だけれども、数字的にはじくとこういう数字だと。  

 これはちょっと聞き方が違うのかもしれないけれども、いろいろな交付税が仕組みだとか利

率が変わっている状況だと思うのですけれども、これがトータルだと思うのですけれどもね。  

 本町において、いろいろな事業展開の中でいろいろな交付税措置をお願いしている部分だと

思うのですけれども、福祉に限って聞きたいと思うのですけど。福祉関係の、要するに交付税

についてね。色はついていないっていう話になるとは思うのですけれども、全体この６１ .２％

の中の交付税の利率の中で、その福祉関係に対する交付税の割合というのはどのぐらいでしょ

う。分からない。  

○委員長（加藤正恭君）  はい、辻課長。  

○財政課長（辻 昌秀君）  ちょっと数字、把握していれば後ほど担当の方からですね、お話

しますけれども、町債というのは基本的に公共施設をですね、整備する資金で借入れするとい

うのがほとんどになっております。  

 そういう部分でいきますと、最近整備した部分では、総合保健福祉センターいきいき４・６

という部分があるのですけれども、これについては交付税措置を受けれる形でですね、確か平

成６年、７年、借入れしてございますけれども、実は平成１０年度から起債の額として約１０

億から１２億ぐらいはちょっとあったかと思うのですけれども、これは直接地元の金融機関か

ら借りたという形になっています。当時６、７年度ですね。  

 平成１０年度から町の財政健全化の取り組みということでですね、公債費の将来的な負担軽

減のために、当時基金から約９億２千万円ほど借入れしてですね、当時持っていたその繰上償

還可能なですね、借入金についてはほとんど返済してございます。  

 そういう部分では、いきいき４・６のですね、建設資金で借りた町債については今残高とし

ては何もないという状況です。 

 ただ、その借入れしたその資金については、地域総合整備事業債の特別分というですね、実

は交付税措置のあるですね、借入れを行っています。これは約５０％程度ですね、当時元利償

還金としてですね、算入になると。  

 ですから、そういうものを活用して当時建設して、６、７年度に借りて、１０年、１１年ぐ

らいで返済していたのですけれども、一応そういうことで今残高としてはですね、今福祉関係

で残っている残高というのはそれほどですね、残高としてはないと。 

 ただ、あるとしたらウタリ住宅の貸付資金ですね。これも町債の借入金の中でやっておりま

すので、そういう部分ございますけれども、今主なものとしてはその程度かなと、そういうふ
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うにちょっと記憶しております。  

○委員長（加藤正恭君）   はい、熊谷委員、どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君）  説明、ルール、分かりましたのですけれども、僕の聞きたいポイント

というのは、そういう交付税を措置される、今言ったように、何と言うのかな、公債をおこせ

る制度がまだ残っているのかと。  

 それは６、７年の話は今わかりました。そういういきいき４・６の対応は分かりました。 

 僕が聞きたいのは、町立病院だとか、寿幸園の要するに公設という段階の中でね、この公債

費の比率が、骨太の方針が始まっているから、そういうのがないのかあるのかということをち

ょっと聞きたいのです。  

○委員長（加藤正恭君）  はい、辻課長。  

○財政課長（辻 昌秀君）  今具体的に施設の名称がございましたけれども、寿幸園、老人ホ

ームについては、これは厚生福祉というちょっと起債になろうかと思うのですけれども、これ

は交付税措置はありません。  

 ただ、病院のですね、施設整備については、これは約４割ですか。約４割ほどの交付税措置

の対象になるかと思います。  

○委員（熊谷雅史君） 分かりました。ありがとうございます。  

○委員長（加藤正恭君）  はい。 

 それから課長ね、僕がちょっと聞きたいのは、地方債の現在高の項目でね、償還の問題なの

だけれども、私どもの記憶では１７年が一応ピークだというふうに認識しているのですけれど

もね。前にも資料をもらっているのだけど、すいません、後でいいのですが、１３年辺りから

のね、今後の２０年くらいまででいいですけれども、資料を一覧表みたいのをね、この決算審

査特別委員会に、後でいいのですが出してもらえればありがたいと思うのですが、いかがでし

ょうか。 

 はい、辻課長。  

○財政課長（辻 昌秀君）  今、一昨年に取りまとめした財政健全化指針に基づきまして、今

全会計のですね、財政の総合対策ということで、取りまとめを行っています。  

 何とか３月中にですね、これ案という段階ですけれども、議会も含めてお示しできるように

作業をしておりますので、一応その中には町債残高という項目もですね、資料的には整理して

おりますので、今そういう作業をしています。 

 これから借りる部分の数字がですね、多少変わってくる要素があるので、現時点での把握と

いうことですとすぐ出せる資料はあるのですけれども、そういうことをご理解していただきた

いと思います。 

 ただですね、過去にその平成１７年度辺りがピークだという、ちょっと説明している経過は

あるのですけれども、通常のその建物を建てて返していく部分のですね、それについてはほぼ

近いうちにピークを迎えるという状況なのですけれども、最近は交付税の財源不足分での借入
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れで、臨時財政対策債とかですね、そういうのもあると。１５年度ですと約６億とかですね、

発行していると。  

ですから、そういう財源不足分の借入れが、これ交付税措置１００％あるのですけれども、

そういうものが最近加わってきていますので、そのピークと言うよりも、ほぼ１６０億円台で

ですね、今後も推移するのかなと。一応そういうような見通しで、はっきりピークがいつだと

いうのはちょっとですね、はっきり出せないと言うのですかね。ほぼ頭打ちなのですけれども、

横ばいで推移するのかなと。そういうようなちょっと押さえ方をしています。  

○委員長（加藤正恭君）  ３月頃には出るのですか。  

○財政課長（辻 昌秀君）  ええ。対策の部分でその人件費。職員の人件費の削減ということ

も取り組むということで、今内部で作業をしていますので、その辺の組合協議のですね、動向

も含めてですね、何とか議会に出せるように努力したいということで進めています。  

○委員長（加藤正恭君）  はい、分かりました。  

それからね、これちょっと私もいろいろ、２ページなのですがね、一般会計歳入決算額とあ

りますね。これは当初予算に対しての決算の構成比率です。 

これ金額でいきますとね、当初予算にパーセントが入っていないからちょっと私、自分で入

れてみたのだけど、１番目の町税、これ２４ .８だった。これ構成比率ですよ、金額的に。それ

から９番目の地方交付税が３８.３。それから２０番目の町債が１１ .９だったのですね、当初

予算。 

ところが決算でいきますと、１番目の町税が２３ .２、地方交付税が３６ .８、それから町債

が１２.２というふうになっているのです。  

もちろんこれは構成比率だけなのだけれどもね、この数値というものをね、どのように理解

したらいいのかなと、僕はそんなふうに考えたわけ。と言うのは、町税はちょっと増えている

のだけれども、構成比率は２３.２ってちょっと下がっているわけですね。 

それで地方交付税もね、当初予算よりはちょっと増えているのだけれども、構成比率は３６ .

８と下がっているわけです。  

ただ、増えたのは町債が１１ .９が１２ .２と、０ .３上がったというだけなのですが。これは

全体的な構成の中での構成比ですから、ああだこうだの問題じゃないのですけど、ただこの構

成比を比較した場合に、どのようなことが考えられるのかなと思うのですが、単純な構成、結

果的にはこうなったのですよというだけの比率として理解すればいいのかね。それだけの問題

なのかどうなのか、その辺りはどのように財政課としては考えておられるのですかね。 

はい、辻課長。 

○財政課長（辻 昌秀君）  構成比の部分で、その構成比が増減するというですね、要因とし

ては、当初予算では９，７４８，０００千円という歳入総額を見込んだのが、最終予算では１

０，６７９，８７０千円ということで、約９億円ほどですね、これ増えていると。  

 歳入の総額が増えたことによって、その構成比が変わってきたということなのですけれども、
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大きくちょっと、金額が動いている部分といたしましては、繰入金で約４億ぐらいですね。こ

れはちょっと、増えております。  

 この部分で、この大きな要因としては、一つは先ほどお話しました、土地開発基金からです

ね、基金を廃止してですね、滑空場の用地を買い、あるいは残ったものについては財政調整基

金に積み立てをしたと。そういう、そのために全額繰入れというのが２億８千万円ほどござい

ます。これはそういう土地開発基金関連のですね、部分での繰入れが出てきたと。  

 それと後、先ほどお話しましたけれども、シンボル公園基金を廃止して、都市公園づくり基

金にね、振替えたと。そういう基金の中でのですね、再編成みたいな、そういう部分でこれ約

４億ほどですね、これ増えてきていると。 

 それと後、町債の部分では１億５千万円ほどですね、これ増えていますけれども、これにつ

きましては、臨時財政対策債と言われるものですね。それが確定になったことによって増えた

部分。 

 あるいは、一般公共事業の調整分というですね、年度末にある程度要望して借りる部分。交

付税措置のある部分なのですけれども、そういうものを追加して借入れしたと。そういうこと

によってですね、全体的な歳入総額が増え、町債については借入額が増えたので、構成比が上

がったと。  

 そして、その他のものは、繰入金以外のものは全体的に構成比が下がってきたと。そういう

ようなことじゃないかと思います。  

○委員長（加藤正恭君） なるほどね。それでね、これは確かに骨格予算であったのですよね。

１４年度はね。違ったか。ああ、１５年度か。ああそうか、骨格予算じゃないんだものな、こ

れね。 

 だから、歳入の面では相当シビアにね、計算されて、出されていた金額じゃないのかなと思

うのだけれども、それが９億、繰入れが大きかったということにもなるのだけれども。 

 やむをえない事情もあるのかもしれませんね。分かりました。はい。  

 他にどなたか、ありますか。 

 はい、鈴木委員、どうぞ。  

○委員（鈴木宏征君）  先ほどちょっと、委員長から話があった、町有地の管理のことなので

すけれども、今公営住宅の建替えが進んでいましてね、あそこは汐見団地ですとか、東団地辺

りがですね、もう空きになって、そのまま放置されていますよね。  

 周辺住民からはですね、環境がすごく悪くなっているので、早く壊してくれという、そうい

う、うちの議会の一般質問だか、いろいろな質問にも出ていましたけれども、どこがそのイニ

シアチブというのですか、声をあげるか分からないのですが、どこかでやっぱりその跡地の利

用をですね、やっぱりはっきりしておかないと、もうしているのかもしれませんけれども、そ

れが進んでいかないとですね、どうしても解体するにはお金がかかりますから、そのお金がか

かるということで、どうしても後々になっている状況、それが周辺の環境もああいうふうに悪
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くしていることになっているのかなと思うので、そういうところのですね、やっぱり土地利用

というものの考え方をきちっと。  

○委員長（加藤正恭君）  その問題は都市整備課の方でも出てくる問題ですね。  

○委員（鈴木宏征君）  いや、これ管理しているのはきっと、町有地全体として管理している

というところで言えば、やっぱり財政の方もですね、関係あるのかなと思って今、たまたま話

したので、財政課から声をあげるのか、土地利用ですから企画の方でですね、その後を何にす

るとかですね。やるのが、順番があるのかもしれませんけれども、そこら辺やっぱりどこかの

課でですね、声をあげていかないと、今言ったようにいつまでもああいう状況になってくると

思いますのでね、そこら辺、財政辺りから、今の財政状況を考えて早くやっぱりああいう所を

ですね、処分することによって、少しでも町のですね、財政というふうに考えれば、財政から

声をあげてもおかしくないと思うのですが、そこら辺の考え方と言うのですか。ちょっとあっ

たら、聞きたいなと思うのですが。  

○委員長（加藤正恭君）  はい、辻課長。  

○財政課長（辻 昌秀君）  まず、ちょっと事務的な分担の部分を先にちょっとご説明します

と、一応財政課の方でですね、担当するその公有財産の管理の部分は、今言ったような全体的

な町のですね、総合調整という部分もございますけれども、実務的な部分では普通財産、いわ

ゆるその公共用施設としては各課で、公営住宅は都市整備課で管理している、道路は土木課で

管理しているということで、それ以外のですね、普通財産。用途が定まっていない土地につい

てですね、財政課の方で所管するということになっております。 

 そういう部分では、現在建替えの関係で、今ちょっと最終的な整理まで、全部の整理までで

すね、終わっていないという部分なのですけれども、一応まだ公営住宅用地ということで、担

当課の所管にはなっておりますけれども、ただ、この用地のですね、今後の検討についてはで

すね、これまで建替えの部分は住宅再生マスタープランというのですか、公営住宅の再生マス

タープラン。要するに、建替えのための基本的な計画を作って、今まで進めてきているという

ことになっています。  

 そして、その見直しと言いますか、これは１６年度予算に係わる部分で、まだ公表はしてい

ないのですけれども、そういう過去に作ったその公営住宅の再生マスタープラン的なものです

ね。ちょっと名称が、ちょっとはっきり覚えていませんけれども、それについてですね、１６

年度、これは単に公営住宅という立場じゃなくて、都市計画という立場でですね、検討すると

いうふうに聞いております。必要な調査費も計上してですね。  

 だから、そういう中でですね、この跡地のものも含めて、ある程度検討というものもですね、

進められていくのかなと。そういうふうに理解しておりますけれども。  

○委員長（加藤正恭君） 鈴木委員の言わんとするのは、財政課辺りで声を出してくれと、こ

ういう要望なのだよ。  

 どこかでやらなかったらね、どこかでやるだろう、どこかでやるだろうじゃ困ると、こうい
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うことを言っているわけで、その辺り十分検討しないとね。  

 鈴木委員、どうですか。いいですか。はい、どうぞ。  

○委員（鈴木宏征君） かなり最近ですね、庁舎内のコンピューターの普及というのですか。

各職員に１台というような形で、いろいろな決裁等とかですね、事務文書の流れがですね、ペ

ーパーレスになってきていることはよく分かっているのですが、今財政でやっている部分とし

ては、契約等の何と言うのですか、決裁ですね。それもコンピューターの中で処理ができて、

それを単票にしてですね、後は各課長とか係長とかの決裁をもらって、やっているというふう

に考えているのですが、最終的にはその、電子決裁というのですか。そういう形になっていく、

今は一つの過程かなというふうに思っているのですが、やっぱりせっかくここまでこう普及さ

せて、で、そこまでいかなければ、ちょっと途中半端かなと。せっかく入れた意味がないのか

なと思っているのですが、そこら辺の検討というのはされているのかどうかということをちょ

っと。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、辻課長。  

○財政課長（辻 昌秀君）  今の電子決裁という部分なのですけれども、一応財政課の方で所

管している事務としては、このシステム関係の部分でいけば、予算含め、歳入歳出の執行です

ね。財務会計システムという部分、これ総括的な部分で担当しています。  

 また、一部契約に係わる部分はあります。  

 これらの実は、財務の事務というのはですね、単なるその意思決定というよりも、基本的に

は何と言うのですかね、その証拠書類と言いますかね。それに基づいての決裁というのが基本

的になっています。 

 例えば、お金の支払いですと請求書があり、またその前段の契約書があると。そういうその、

どうしてもまだ、すべて電子的に処理できないですね、部分があるのですね。契約にしても、

電子契約とか、あるいは電子請求とかって。そこまで世の中が全部すべてですね、こう電子と

いう情報に変わってくると、そういう情報を元に電子決裁というふうにつながるかと思うので

すけれども。  

現在はどうしても、決裁の方は電子化しても、その証拠書類の方は紙ベースでどうしても付

いてまわると。それを確認しないと、決裁行為が進まないよと。あるいは審査行為が進まない

と。そういう部分があるので、一部電子決裁をやっている自治体もございますけれども、請求

書とか契約書はやはり必然的に、決裁するときに動くと。 

 ただ、その上に決裁書類が付くか、画面上で決裁するかという違いのようであります。  

 そういう部分ではその、それらもですね、契約とか請求行為の電子化の推移を見ながらとい

うことになるんじゃないかなというふうにちょっと、私どもは理解しているのですけれども。  

○委員長(加藤正恭君) よろしいですか。はい。 

他になければ、この辺で閉じたいと思いますが。よろしゅうございますか。まだありますか。

皆さん、どうですか。  
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よろしいですか。  

               〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（加藤正恭君）  それでは、財政課の審査を終わらせていただきます。  

 どうもありがとうございました。  

 ５分間、休憩します。  

休憩 午前１０時５４分  

 

再開 午前１１時００分  

○委員長(加藤正恭君)  休憩を閉じて、委員会を開催いたします。 

 次は１１時から１２時まで、辺りまで、都市整備課でございます。都市整備課の皆さん、お

忙しいところわざわざおいでいただいて、誠にありがとうございます。  

 始まる前に、うちの議会の事務局長の方から課長の方に、今まで例年でしたら５分なり１０

分なりですね、決算についての説明を求めていたのですが、今回からそれを廃止してですね、

重点的に何か、こういう所だけは言っておきたいという部分がありましたら、お話するように

というようなお話があったかと思うのですけれども。 

 もし、なければですね、各委員さんからの質問にすぐ入りたいというふうに考えますが、い

かがでございましょう。ありましたら、どうぞ。  

 はい、松井課長、どうぞ。  

○都市整備課長(松井俊明君) 簡単ですけれども、ちょっと新しく平成１４年度から始まった

事業がございますので、それだけ簡単に説明させていただきたいと思います。  

 平成１４年４月よりですね、宅地造成規制法許可、都市計画法の許可がですね、北海道から

権限委譲されまして、白老町としてきめ細かい相談・指導が対応できる体制が整いまして、ま

た、５月より建設リサイクル法が施行になったことから、環境に配慮した建設行政が白老町と

して、可能になりました。 

 以上でございます。  

○委員長(加藤正恭君)  ああ、そう。はい。ちょっと早口だからちょっと分からないのだよ。 

それまた、審議の中でもう少し説明してください。  

 はい、それでは各委員さんからの質問を受けたいと思います。どうぞ。  

 ページ数は記載のとおりなのですが、２２ページですね。それから３１ページですか。一部

ありますね。それから、後はどこですか。土木の１３６から１３７。１４１ページから１４５

ページが都市整備課のものでございます。 

 はい、氏家委員、どうぞ。  

○副委員長(氏家裕治君) 氏家でございます。松井課長にちょっとお伺いしたいのですが、私

もちょっとまだ勉強不足なものですから、今話された１４年４月からのその、道から町へ、そ

ういった都市計画についての、何と言うのですか、そういったものを独自でだいぶんできるよ
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うな形になったと今言われましたけれども、今まではその、道の許可を得なければ、ある程度

の計画を持ってもできなかったということなのでしょうか。  

○委員長(加藤正恭君)  はい、松井課長。  

○都市整備課長(松井俊明君) 本来的には北海道知事の権限なのですけれども、その一部につ

いて、面積だとかそういう要件がございますけれども、そのある一定限度面積以下のものにつ

いては、やっぱり住民の身近な市町村について、許可をですね、市町村長に権限委譲しまして、

スムーズに仕事を進めるようにということで、北海道から許可の権限委譲がございました。 

 詳しい内容については、伊藤主幹の方からちょっと、お願いします。  

○委員長(加藤正恭君)  はい、伊藤主幹、どうぞ。 

○主幹(伊藤 勉君)  実はですね、都市計画法に係わってくる開発行為、市街化調整区域やな

んかにですね、住宅を建てるとか、それと農業施設を建てるとか。それから市街化区域ですね、

宅地造成をやるとか。そういう許可をですね、今回１４年度に、道の方から権限委譲されて、

白老町の方で許可を出せるようになったと。そういうことです。 

 それから後、もう１本は宅地造成の方はですね、山を切ってですね、そして土を取り出す宅

地造成事業というのがあるのですけれども、そういう事業もですね、併せて道の方から権限委

譲になったということです。  

 今まで道の方では、約１カ月なり１カ月半ぐらいかけてですね、そういう許可を下ろしてい

たのですけれども、今回市町村に委譲されたことからですね、２週間程度で下ろせるようにな

ったと。そういうことでございます。 

 よろしいでしょうか。  

○委員長(加藤正恭君)   はい、氏家委員、どうぞ。  

○副委員長(氏家裕治君) 今の話で大体内容的な部分は分かったのですけれども、これからや

っぱり、先ほどの、この前の前のですね、財政課との話からも出ていたのですけれども、白老

町の未利用地と言うかね、そういった部分の有効活用という話が先ほど出ていました。 

 今回そういった、都市計画の中のマスタープランに基づいての話になると思いますけれども、

そういった部分においても、やっぱりこう、今までは道にお伺いを立ててね、そういった部分

の開発に取り組んでいた部分もあると思うのですが、これからは本当にこう白老町、町の中で

ね、しっかりこう住民との話し合いだとか、そういった部分で、今までよりもスムーズな、ス

ムーズと言うか有効的な土地の利用だとか、土地の開発に取り組んでいけるというふうに私た

ちは考えてもよろしいのでしょうか。 

○委員長(加藤正恭君)  高畠主幹。  

○主幹(高畠 章君)  今の質問のございました、未利用地の件。これは土地利用という部分で、

都市計画法に基づきまして、市街化区域・調整区域。あるいは、それらを２つ合わさった都市

計画区域ですか。それらについて、決定する権限は、依然とこれは知事なのです。  

 ただ、その中で、市街化区域の中あるいは市街化調整区域の中で、開発行為をする面積要件
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があります。ある一定要件の面積より大きくなりますと、開発行為の許可を受けて、そしてや

ると。これは白老町の企業にしても、民間の企業にしても、そういうことになります。 

 その時ですね、従前は知事の許可であったものが、白老町の権限でできるということになっ

て、要するに民間の方からですね、土地利用のある部分について、土地造成をやりたいよだと

か、あるいはこういう建物を建てたいよとか。そういった要請がきて、それを受けて今までは

町としては、支庁にですね、相談に行って、あるいは進達して、そして最終的には知事の決定

を受けて、やっていたと。 

 しかし、昨年の４月１日からは、町でやれるということになったということで、その未利用

地、そういった部分のですね、開発についてはきめ細かい相談、あるいは指導。それと期間の

短縮。そういったことによって、未利用地のですね、有効活用ということは、迅速に、あるい

は町づくりの方針。それらに則した形でできるようになったということで、ご理解願いたいと

思います。  

○委員長(加藤正恭君) はい、氏家委員、どうぞ。  

○副委員長(氏家裕治君) 先ほどもいろいろな話の中で、そういった未利用地の有効利用とい

うことをですね、本当に今白老町、厳しい財源の中でやっていかなければいけない。  

 これから先も本当に、見通しの明るい部分というのは本当に何もない状況の中でね、本当に

そういった土地利用をしっかりこう進めていく中でね、財源確保に、自主財源の確保にですね、

しっかり取り組んでいっていただきたい。 

 それをどこがね、旗上げするのかとか、どこが口火を切るのかという話が出ていたものです

からね。私も先ほど話をずっと聞きながら、これはぜひ都市計画の中で、しっかりとその辺を

ですね、きめ細かな相談に応じていきながらですね、自主財源の確保につなげていっていただ

きたいなって。そういうふうに思っている一人でありますので、どうかその辺ちょっと、進め

ていっていただくのが、都市計画であっていただきたいという部分で、課長の方でどう考えて

いらっしゃるかちょっとお話を。  

○委員長(加藤正恭君)  はい、松井課長。  

○都市整備課長(松井俊明君) 未利用地、結構ありまして、公営住宅東町団地の跡とか、いろ

いろこうございます。  

 我々としてもですね、ぜひ、個人的な考えが入ってしまうのですけれども、まだ理事者とも

全然調整していませんし、また理事者の方も東町団地の跡については、公共施設の用地を検討

して、町立病院だとか寿幸園問題もありますので、その辺をどう配置するかによって、その東

町団地をどうするかということも出てくると思いますけれども、我々としては積極的に取り壊

して、売れるものなら売って、そうすることによって、民間の方の建設関係の方の仕事の確保

だとかを得ることによって、固定資産税が町に入ってくるとかということをですね、考えてお

ります。 

 いつまで町がずっと持っていても、有効活用しない所を持っていても、税金が入ってくるわ
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けでもございませんし。ですので、そういう所を我々としては積極的に、民間に売れるものな

ら売って、そして活用したいなと考えています。  

 これはあくまでも個人的というか、私の考え方なので、まだ理事者ともちゃんときちっと打

ち合わせはしていませんけれども、一応そういう方向で考えております。  

 以上でございます。  

○副委員長(氏家裕治君) はい、分かりました。 

○委員長(加藤正恭君)  はい。都市計画法というのは非常に難しい問題なのですよね。私も随

分首を突っ込んだことがあるのだけれど、分からないです。  

 それでね、権限委譲というものが、国から道、道から地方自治体というのが毎年きて、都市

計画の全部がきたわけじゃない。だから一覧表でね、もしあれだったら、１４年度にどういう

部分が白老町に委譲されたのか、何か口で言ってもさっぱり分からないから、資料としてね、

後でいいです。後でいいですから、出してもらえればありがたいなと思うのだけれども。お願

いします。  

 はい、伊藤主幹。 

○主幹(伊藤 勉君)  分かりましたので、後日資料をですね、・・・。  

○委員長(加藤正恭君)  でき得れば１３年度もあれば。１２年度もあればね、教えていただけ

ればありがたいと思う。お願いします。  

はい、伊藤主幹。  

○主幹(伊藤 勉君)  うちの方でもですね、ある程度要綱を作っていますので、その要綱をで

すね、この場で出したいと思いますので、ご理解願いたいと思います。  

○委員長(加藤正恭君)  それからもう一つね、去年の１３年度の決算でね、都市整備課、さっ

きも出ていたのだけれども、汐見団地それから日の出団地のね、環境整備をしてくれと。すべ

きだというふうな要望が出ているのですよ。  

 それも先ほど財政課の方でも、今の未利用地というか、ただ草わらになっている所は早く活

用したら、自主財源が浮くのじゃないかと。に、なるのじゃないの、一部ですよ。そういう話

も出ているのだけれども、この１３年度の決算に対してね、都市整備課としては汐見と日の出

の団地についてはどのような方向で。議会でも一般質問で出ていましたけれども、その辺りど

のように将来的に考えておられるのかね。聞きたいのだけれども。  

 どうぞ。松井課長。  

○都市整備課長(松井俊明君) 汐見についてもですね、東町団地についても、取り壊ししたい

なというふうに考えております。今、平成１６年度予算でもってですね、取り壊しはお願いを

しております。 

 ただ、それもですね、具体的にまだ今、事業費予算がまだ決まっておりませんので、具体的

にはまだ申し上げられないのですけれども、一応そういう年次計画でもってですね、両方でき

ませんので、片一方の団地の方から取り壊しを何棟かづつ進めていきたいというふうに考えて
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います。 

 また、汐見団地についてもですね、生活館の駐車場だとか、あと高橋記念公園ですか。そう

いうものも考えられておりますので、それもその辺も含めてですね、汐見団地の方については

今後検討していきたいと。 

 先に東町団地の方から、何とか何年か計画でもって、取り壊しを進めていくようには、予算

要求してお願いをしております。  

○委員長(加藤正恭君)  ただね、課長ね、これ発想の転換をしたらどうかと思うのだけれど、

町があれを解体するのじゃなくてね、全体、跡地ですよ。撤去した跡地を、民間に開発行為と

して出しちゃうというような方法でね、民活を利用したらどうなのですか。そういう転換はで

きないものですか。 

 町有地であることは間違いないのだけど、それをね、町がお金を出してやるといったら、限

られた予算ですから、１戸が２戸、２戸しか３戸しかできなかったとかっていうことになるの

だけど、発想の転換をして、あの土地を全部ね、開発行為はしなくてもいいのでしょうけれど

も、あれを民間でほしい人に分けてやると。ね。そしてあそこを分譲してもらうと。  

 こういうような発想の転換はできないものですか。考えられないものですか。それは１課長

の段階では言えないことだろうと思うけれども。そういう方法もね、講じていかなきゃ、いつ

までたったってあのまんまになるようにしか考えられないのだけれども。その辺りはどうです

か。 

 はい、松井課長。 

○都市整備課長(松井俊明君) まずはその、民間で壊すのは可能なのかどうなのかということ

で、国費が入っているので私の方でちょっと分からないのですけれども、今の東町団地にして

も、現在ですね、まだ公共施設をどうするかと。病院の建替え、それから寿幸園の建替えがご

ざいますので、まだその、きちっと民間にすべて売るとか何とかということ、まだきちっとで

きていないものですから。 

○委員長(加藤正恭君)  いやいや、病院は病院さ。そこはそこで、今の公営住宅の、団地の問

題を話しているのだよ。  

 汐見とかさ、東町団地とかさ。日の出もあるでしょう。あの辺も含めて。 

 はい、菅原係長。 

○住宅係長(菅原雅春君) 今の質問の関係なのですが、いわゆる公営住宅の場合は補助金で建

てているということで、いわゆるもう、今日の出団地がですね、その建替え団地ということで、

東団地並びに汐見団地、大町ですね。すでに大町は、分譲終わっていますけれども、それの工

事ということで補助申請をしますですね。それで今進めている段階だということで、取り壊し

が条件という形になってございます。 

 それで、いわゆる取り壊しをしないとですね、行政財産におとして、後は行政財産で処分す

るという形になりますので、建物が付いたままですね、売るということには民間活用で、やっ
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ていただくということはできないのですよ。 

 いわゆるその、建物を更地にしてですね、それで土地を戻してということになっています。 

○委員長(加藤正恭君)  分かるのだ。それは分かるのだけれど、ね。壊すのに金がかかるわけ

でしょう。毎年１戸２戸とかってやっていったら、４年も５年も後でなければ全部更地になら

ないわけでしょう。ね。  

 だからさ、発想の転換をして何か一つの方法を講じて、ね。壊すのも恐らく業者にやらせる

わけですから。更地に将来なるわけだから。それを含めて土地の売買というかね、そういうこ

とも考えてみたらどうですかと、そういう考え方はできないのかと。法律的にはできないと言

われれば、仕方ないのでしょうけれども、何かそういう発想の転換をしていかなきゃね、これ

遅々として進まないと思うのです。あの地域についてはね。  

 １戸２戸と、毎年１戸２戸って壊していって、７年、８年後には更地になりますよというの

ではね、結局あそこの土地が死んでいるわけですよ、現在は。民間でもやれば財源になるじゃ

ないですか。解体も含めて。多少安くても、解体費も入るわけですから。これはやむを得ない

としても。  

 そうするとあそこら辺はいい土地ですよ、場所としてね。そうすると民間の人が分譲すれば

ね、売れますよ、あの辺は。  

 そういう方策を考える時期じゃないのかなと思うものだから。それは１課長ね、の話はして

も、なかなか難しい問題でしょう。だからまぁ、助役・町長なんかの意見も聞かなきゃならな

い問題だろうけれども。  

 その辺りについてはどうですか、課長。はい、松井課長。  

○都市整備課長(松井俊明君) 加藤委員長の言うとおりだと思いますので、理事者にも相談は

します。また、その法的に問題がございますので、道を通じて国とその、機会があるときにそ

ういうものについては、自主的にそういうものも建替えして、行政財産として役目たたないも

のについては、土地と一緒に売却できるような方策はないのかということで、国とも相談しま

すし、また、国等についてもそういうものを機会があるごとに要請はしていきたいと思います。  

 以上でございます。  

○委員長(加藤正恭君)  他の委員さん、どうぞ。あと。 

 はい、氏家委員、どうぞ。  

○副委員長(氏家裕治君) 今の住宅の解体についてなのですけれどもね、交付税措置で建てら

れた建物ですよね。町営住宅というのは。違いますか。そうですよね。  

○委員長(加藤正恭君)  交付税は入っていないのでしょう。 

○副委員長(氏家裕治君) 国庫補助金と交付税。そういった形の中で建てられた建物、例えば

それを１町財源に変えようとしたときに、それはそれを壊して、更地にしてからでないとでき

ないっていう、今説明でしたよね。そうですよね。  

それが基本的な考え方なのですか。 
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○都市整備課長(松井俊明君) そうです。 

○副委員長(氏家裕治君) じゃ、すべてのそういった国庫補助金だとか交付税で建てられた建

物に関して、それを財源に変えようとしたときには、それを一回全部壊して、更地にしてって

という形をとるというのが、基本的な考え。  

○委員長(加藤正恭君)  はい、菅原係長。  

○住宅係長(菅原雅春君) 公営住宅の場合はですね、いわゆる国と自治体で建てるものですか

ら、いわゆる用途廃止についてですね、厳しく法的に定まってございます。 

 それで、用途廃止についての要件もですね、非常に厳しいという形になっていますので、自

治体が、いわゆる使わないからもう用途廃止にして、売却するよというようなことは、非常に

国にですね、さっきの権限委譲じゃないのですが、そういうことで伺いを立てなければですね、

許可にならないということになっています。  

 以上です。  

○副委員長(氏家裕治君) 分かりました。  

○委員長(加藤正恭君)  白泉閣もね、そういうものだったのですよ。だから補助金をね、お返

ししたのです。その分ね。まだ残としてこれだけ残っていますよと。それはお返ししてやった。  

 それで、解体もしたりなんかした事実もあるのですよね。そして、すぐ別の。 

こういう経過もあるからね、何か方策が僕はあると思うよ。その辺りね。  

ま、いろいろ検討してみたらいいと思いますね。  

他の委員さん、どうぞ。  

はい、熊谷委員、どうぞ。 

○委員(熊谷雅史君) 熊谷です。都市整備課さんは、町営住宅の管理というお仕事をさせてい

ただいていますけれども、今の質問にも総体的には触れるのかなという部分があるのですが、

今の町営住宅の入居状況、平成１４年度に関してはですね、政策空家の問題もありましたけれ

ども、ホワイトピアが何戸か完成して入っているという状況ですけれども、その町民からの入

居率の、その希望数、待機数というのですかね。それを種別に分かるのであればちょっと教え

てもらいたいのです。 

○委員長(加藤正恭君)  そうはい、松井課長。  

○都市整備課長(松井俊明君) １月６日現在の入居申し込みの数でございます。合計で１３９

名の方が入居申し込みされております。  

 日の出団地、一番新しい団地なのですけれども、２７人の方。２７人。それから青葉。日の

出よりも駅側の方、山側の方の団地、青葉が３１名の方。３１名。それから美園の中層です。

４階建ですけれども、２４名。２４名です。それから美園の低層、平屋２階建ですね。３３名

の方。３３名。それから緑ヶ丘が９名。緑ヶ丘が９名。それから西団地です。高砂町のところ

の団地です。２名の方。それから旭ヶ丘。萩野ですけれども、旭ヶ丘、２名の方。それからは

まなすが０です。それから竹っこ、竹浦ですけれども、７名の方。それから虎杖浜が４名の方。
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虎杖浜団地、４名の方。合わせまして、１３９名でございます。 

 公営住宅の管理戸数は９８７ございまして、そのうち政策空家が６７ですので、入居可能数

が９２０戸ということになっております。 

 以上でございます。  

○委員長(加藤正恭君)  はい、熊谷委員、どうぞ。 

○委員(熊谷雅史君) 当然やっぱり、現状の経済状況からいって、非常に持ち家というか、建

設状況もこの許可申請を見ていると少ないですから、当然民間の借家なり、アパート、それに

公的な住宅ということで求められるのだろうとは思うのですけれども、傾向としてね、入られ

て、通常であればある程度財力が貯まったら家を建てるというのが普通のパターンだと思うの

ですよ。 

 ところがやっぱり町営住宅に、年数的に、収入が上がれば家賃が上がっていって、それが大

変だって出られるという措置があるのは知っているのですけれども、今１４年度で、その回転

率と言ったらおかしな話ですけど、待機者に対してのその入居充足率というのですか。それは

年々やっぱり、低くなっていくと思うのです。 

 出ないで、入りたいという人が多くて、待っている人が多いっていう状況だと思うのですよ。

そのパーセンテージ、何か割り返した数字ありますか。  

○委員長(加藤正恭君)  はい、菅原係長。  

○住宅係長(菅原雅春君) 今のご質問なのですが、いわゆる年度別にですね、いわゆる退去者

数と、いわゆる年度別のその入居者数のですね、一覧表、今手元にないのですが、ございます

ので、後ほど資料としてですね、出させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

○委員長(加藤正恭君)  はい、お願いします。  

 熊谷委員、どうぞ。  

○委員(熊谷雅史君) はい、熊谷です。資料を見てから質問すればいいのでしょうけれども、

そういうことで今、政策空家の話も今松井課長の方から、９８７戸あって６７が政策で、９２

０が入居可能だと。 

 この部分で、白老町は十分充足しているかどうかという問題なのですよね。まず、入る部分

について。あと、質の問題がありますよね。いろいろ、僕さっき層って言った、収って言った

のだけれども、収入によっては入れる入れないという規準もいろいろあると。  

 そのことから言うと、どの辺がね。町民のどの辺の層が、どこの住宅を、入れる入れないと

いうのもそこで検討されるのでしょうけれども。それからいくと、どういうタイプの住宅があ

れば、もっとこの待機者が減るかなという考えがあったらちょっと教えていただきたいのです

けれども。  

○委員長(加藤正恭君)  はい、松井課長。  

○都市整備課長(松井俊明君) 入居希望者の多くの方は、離婚されただとか、あと高齢の単身
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者だとか、その方がこう多いような状況になっております。  

 そういう方も多いのですけれども、やっぱり若い方はですね、やっぱり日の出だとか青葉だ

とか、新しくてですね、広く、そしてまた家賃も安いということを希望されている方が多いと

いうふうに受け止めています。 

 ですので、やっぱり日の出ですか。日の出団地みたいな団地はまだ不足しているのかなとい

うような気はしております。  

 ただ、財政が厳しいから、即全部建替えというわけにもいかないので、年次計画でやってい

くしかないのかなということを考えております。  

 また、うちは持ち家率は高いのですけれども、民間の住宅、借家の率が低いのですよね。で

すので、その民間の借家を建てていただけるような何か方策がないかということで、いろいろ

検討はしているのですけれども、やっぱり公営住宅が立派な、広くて安い家賃で入れると。そ

れに合って、民間の方が建てればものすごい値段になって、家賃が合わないと。 

 それで、どうしても公営住宅と民間の方と競合すれば、もう全然民間の方が成り立たないよ

うな状況になりますので、その辺も何とか別な方向でできないか、来年度から住宅マスタープ

ランというのを作りますので、その中に公営住宅ストック活用計画というものを定めていきま

すので、その中でいろいろ検討させて、借上公営住宅だとかいろいろ制度がございますので、

その中で検討させていただきたいなと思っております。  

 以上でございます。  

○委員長(加藤正恭君)  よろしいですか。  

 私からね、この都市計画マスタープラン。これ１４年度の事業の内容とね、恐らくマスター

プランのあれには、３年くらいかかっているのではないかと思うのだけれど。１４年度の経過

と、今後のあれ、できるのはいつになるのかね。その辺り含めて、お聞かせ願いたいと思う。  

 はい、高畠主幹。 

○主幹(高畠 章君)  ご存知のとおり、都市計画マスタープランは総合計画と一体的に策定し

ております。  

 それで、平成１４年度におきましては、一応資料の収集等。あるいは基礎資料の作成。それ

と、総合計画の審議会。イコール、マスタープラン策定のための審議会を立ち上げて、そして

住民案を作り上げていくという作業ですね。  

 で、今後につきましては、議会の全員協議会ですか。あの時にご説明したとおり、総合計画

と一緒、総合計画の１パーツとして作り上げているものですから、一応６月ぐらいにはですね、

目途をつけて、今年の、平成１６年ですね。の６月ぐらいにはですね、総合計画と共に策定し

たいなというふうに考えております。 

 当初予定は、今年度の３月末という予定でしたが、いろいろな事情がございまして、遅れて

いるというところであります。 

 そして、ここのですね、平成１４年度に計上しております、この都市計画マスタープランの
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事業費、この中でとりわけ委託費、委託料なのですが、ここの部分９，５４４，５００円です

か。ここの部分では、大きくは二つありまして、都市マス策定に必要な資料として、白老町の

実態がどういうふうになっているかというですね、地域生活環境指標という図面の作成。それ

に６１９，５００円。  

 それとですね、合成図と地籍図のデジタル化。これによって、白老町の都市計画図を更新し

て、総合計画と都市計画のマスタープランに必要な、白老町の実情を明確にですね、審議会あ

るいはいろいろなフォーラムや何かで、その更新した地図を元にして、意見を作り上げる、そ

ういった資料づくりにしたということです。  

 ２点ですね、大きく委託費が都市マス策定のための、地域生活環境指標の作成と、それから

合成図・地籍図の作成と。これが１４年度の、この事業費に見られます大きな作業です。  

 以上です。  

○委員長(加藤正恭君)  ということは、１４年度からこれ始まったのだったかね。そして１

４・１５ですか。  

○主幹(高畠 章君)  ええ。１３からスタートです。  

○委員長(加藤正恭君)  そうだね。  

○主幹(高畠 章君)  ええ。１３年度のですね、要するに１４年のですね、１月から３月の間

にですね、もう事実上スタートしています。はい。  

 ですから、１３・１４・１５と。  

○委員長(加藤正恭君)  １３年１月か２月ころにスタートしているわけですね。  

○主幹(高畠 章君) はい。 

○委員長(加藤正恭君)  そして、メインが１４年・１５年と。そうですね。で、今年の１６年

の６月ころまでと。完成するわけですね。 

○主幹(高畠 章君) そうです。 

○委員長(加藤正恭君)  はい。他に。委員さん、どうぞ。  

 はい。議長、どうぞ。  

○議長(堀部登志雄君)  一番最初に課長の方から説明があった、権限委譲になった部分があり

ますね。それで、権限委譲になって、それで１４年４月１日から町で許可を下ろしたと。開発

行為に対してね。こういう事例があるのか。  

それが１点と、あくまでもこの権限委譲になっても、都市計画区域の中の、市街化区域と調

整区域の問題。これはずっといろいろと、町民要望も結構あるのですけれどもね、その境目く

らいのところでね。あるのですけれども、いろいろな今の人口減というような情勢からいって

も、何かほとんどもうこれがね、白老町の場合、まずもう調整区域が市街化区域に編入される

ということはもうこれからね、望んだところでもう、５年に１度、３年に１度の見直しでどう

のこうのと前までずっとこう、きていたのですけれども、もうそういうことが全くその、考え

られないのかね。  
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そうだとすれば、そのちょうど境目のあるところ辺りの人、市街化区域の中で開発行為をお

こすのそれ、許可できるかもしれないけれど、先ほどの主幹の説明だと、もう調整区域はそれ

はもう、完全にもう、普通にいくら民地だろうと、建てられないというのはこれね、そんなよ

うな法律は、もうこれは厳然として残っているわけだから。  

そうなってくると、その辺のね、完全にそうやって線引きされちゃって、もう特殊なもので

ない限りもう一切建てられないとなるとね、これそのままでいいのか、何らかのそのね、あれ

を通らなければ、道路 1 本向かいが家を建てられて、道路１本が離れている家建てられないと。  

それで、税金でも何でも、固定資産税でも何でもみんなそのね、ある程度そのほとんどそん

色ないで取られるとか何とかになってくると、非常にやっぱりそういった面でのこう、格差み

たいと言うか、差別みたいな形になるのだけれども、その辺はどのように考えておられますか。  

○委員長(加藤正恭君)  高畠主幹。  

○主幹(高畠 章君) 基本的には、今後の見通しとしては、市街化区域の新たな編入というの

が非常に難しくなってきております。 

それはなぜかと申しますと、やはり人口減ですよね。要するに、白老町にいる人口。この人

たちが、都市的な活動をするためのエリア。このエリアというのは、やはり公共投資をですね、

効率的、最小限に抑えるということで、やっぱりその人たちが住む場所、活動する場所。経済

活動を全部含んだ中で活動する場所というのは、やはり決められたエリアでないと、下水道・

水道、あるいは除雪だとか、街路灯の設置だとか、いろいろな都市基盤を整備するのにお金が

かかりますね。 

ですから、本当に必要な区域しか、認められないと。認めませんよというのが、やはり前提

としてくるわけですね。  

ですから、これから人口がどんどんどんどん減っていくというのは、日本国中、もう減ると

いうのはみんな分かっているわけですから、そういった中で、じゃ白老町だけ増えますから、

だから市街化区域をですね、増やしたいと言っても、それなりのきちっとした根拠がない限り、

非常に難しいと思います。 

で、議長がおっしゃった、その不公平感という部分。それにつきましてはですね、今回、今、

区域区分、見直しをかけておりますが、それに先立って、そういう不公平感の過去から非常に

強い所。白老町で、全部で４箇所ありました。 

それは一応整理して、市街化区域の編入をですね、平成１４年の１２月に終えております。 

ですから、今はそういう部分では、ほとんど不公平感、道路を１本隔てて道路の真中に下水

道管・水道、そしてそこの道路は舗装になっていて、右と左で市街化調整区域・市街化区域。

そういった所はですね、今ほとんどですね、解消されております。  

で、それじゃ市街化調整区域はこれからどうなるのだという部分では、やはり今後そういっ

た都市施設が整備されていない部分ですから、そこを新たに市街化区域に入れるということは、

新たな投資、建設投資ですね。社会基盤整備のための新たな投資が必要になってくるのですよ
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ね。 

だから、そこのところで、税金で負担をするから、さらに増やしてくれと。市街化調整区域

を増やしてくれと。これが、住民の合意、町の政策の下ですね。それをぴしっと、決定権者で

ある知事に説明ができれば、それは可能だと思います。  

結局、新たに市街化区域に入れるということは、下水を入れたり、道路を作ったり、水道を

入れたりだとかするわけですから。  

だから、そういった部分では、ちゃんとした説明。どうしてそこを、人の住める、社会活動

ができる場所にしなくちゃいけないのか、そういった説明がぴしっとできれば、それは可能だ

と思います。  

以上です。  

○委員長(加藤正恭君)  はい、伊藤主幹。  

○主幹(伊藤 勉君)  ちょっと、質問の中で補足させていただきます。  

 １４年度はですね、宅地造成事業法で許可した物件、町で１件。それと、開発行為関係はで

すね、１件あります。  

 ちなみに、１５年度、これは本町の団地ですね。これは分譲地。これをうちの方で許可させ

ていただいています。  

 それで、ちょっと先ほどお話があったのですけれども、法的なものを基本にしてですね、我々

も今まで道の方もですね、やってきましたけれども、道で権限委譲される前はですね、ある程

度法律の画一的にですね、これならだめですよと、これはだめですよという話で、調整区域や

なんかについてもですね、結構事務的にやっていた部分があるのですけれども、１４年度から

は町の方でですね、今回権限委譲になったので、はっきり言って相談された方につきましては

ですね、きめ細かに２時間、３時間かけてですね、いろいろ事情を聞いてですね、本来でした

ら道の方で画一的にだめですよっていうようなものをですね、いろいろ事情を聞いた中で、建

てれる物件になったとか、そういう部分も随分、町の方で受ける段階でですね、あったのじゃ

ないかと思っています。  

 今後もですね、やはり十分、どういう事情でどういう形で調整区域に建てたいのかと。そう

いうきめ細かなですね、対応をしていく中でですね、救える、救えると言ったらちょっと語弊

がありますけれども、建てられる物件もですね、多々出てくるんじゃないかと思っております。  

 よろしいでしょうか。  

○委員長(加藤正恭君)  高畠主幹はいつから国土庁の役人になったのか知らんけどね、優秀な

官僚だから、あなたはそういう答弁をするけどね、町民としたら非常にね、この都市計画法と

いうのはね、いやらしい法律なのですよ、これ。本当にそうなのだよ。  

 だから、白老町の人口が増えない、ね。いや、卵が先か鶏が先かだけどね、土地がそういう

規制されているから、家を建てたくたって建てられないのですよ。ね。  

 だけど、ザル法だから、一次産業の人は建てられるのだよ。ね。漁業のひと、農業の人だっ
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たらね、ぼんぼんどこでも建てられるのだから。ね。一般の、そうでない人方が不便をしてい

るというだけの話でね、名義借りということも実際やっているのです。  

我々も聞いているのだもの。農業をやっている人の名前を借りて、確認申請を出して、ね。

そして、登記するときは僕の名前にするとか。そういうことが現実の問題としてできるのだも

の。ザル法なのですよ。  

だから僕、いつか個人的にも議論したことがあるけれど、都市計画法なんていうのはやめち

ゃいなさいと。鵡川なんかやめたのだからね。それに耐えきれないで。良いか悪いかは、これ

は別な議論だけれども。  

だから、前の作田助役とも議論したことがあるのだけれども、都市計画法で市街化区域でな

ければ、上水道も下水道も入りませんよと言われていた。 

ところが社台だってね、そんなこと言ったら特環法でやっているじゃないですか。市街化調

整区域でも。そういう時代にこう、変わりつつあるのです。法律もね。変わっていってるわけ

ですよ。 

ある程度もう、下水道も上水道も、大体９０何％行っちゃった。したからもう、都市計画法

を逸脱したって、たいした不便を感じないような気もするのだよ、一方においては。  

だから、あなたもう少しね、町民の立場になってね、考えてもらわなきゃ困るのだよ。国土

省の役人なら分かるよ。私はもう、本当にそう思っているのだけど。 

その辺り、どう。高畠主幹。  

○主幹(高畠 章君) かなり厳しい指摘ですけれども、私は白老町の役所の人間です。国土庁

の官僚とは違います。 

 今の議長の質問というのが、都市計画区域の中の市街化区域にですね、新たに編入できるか

できないかという、そういうご質問でしたので、それについて答えたわけでありまして、市街

化調整区域の中でも、委員長もご存知のとおり、いろいろな例外措置があって、個人の土地で

すから、すべてだめだというわけにはこれ、いかないのですよね。私権のこれ、制限という部

分では、やはり限度があります。 

 ですから、どうしてもやむを得ないという例外ケースがたくさんあります。その中でですね、

いかに皆さん方のですね、希望をかなえるかという部分では、そこについては私自身も一生懸

命、ザル法とは言いませんけれども、法の解釈の仕方によって、それは開発が可能だというの

が、法律をちょっと斜めの見たりだとか、透かして見たりだとか、そういうことをすることに

よって、できる限り町民のためになるようなですね、行為。できる行為。違法行為じゃない、

脱法行為じゃなくて、ちゃんとできること。それは十分考えております。 

 それは、開発規制行政をつかさどっているですね、この伊藤主幹とともにですね、何かそう

いう案件がきたら、法の解釈上どうなのかという部分では十分ですね、協議をしたうえで、で

きるものできないもの、整理して、できるだけ町民の立場に立って、やっております。 

 個々の部分についてはですね、それは先ほどの議長の質問の中ではなかったので、そういう
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答え方になったということで、ご理解願いたいと思います。 

○委員長(加藤正恭君)  一生懸命やっていることは分かるのだけどね、本当にああいうルール

に基づいてやっていることだから、ルールに反してはできないことは十分承知しているのだけ

ど、何かもう国家公務員のような感じを受けてね、仕方ないのですよ。  

 もう少し町民のサイドに立ったね、考え方でね。違法行為を奨励しろとは言わないけれども、

やっぱりそういう利便性を図ってやるようなふうに持っていってほしいと。希望だけしておき

ます。叶わないでしょうけれども。  

 他に。はい、伊藤主幹、どうぞ。  

○主幹(伊藤 勉君)  今委員長がおっしゃったようにですね、国から道、それから道から町に

権限委譲されていますので、その辺はきめ細かく、よく相談にのりましてですね、できるだけ

沿うようにやっていきたいと思いますので、ご理解願いたいと思います。  

○委員長(加藤正恭君)  よく立場は理解していますから。  

 他に、どなたかありませんか。なければ、ちょっと時間が早いですけれども、この辺で閉じ

たいと思いますが。皆さん、いかかでございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(加藤正恭君)  そうですか、はい。 

それではこれで終わらせていただきます。皆さんどうもありがとうございました。  

休憩 午前１１時４６分  

 

再開 午後１２時５８分  

○委員長(加藤正恭君)  それでは１、２分早いようですがそろいましたので、午後の審議を続

けたいと思います。１時から２時程度まで、次は企画課でございます。  

 企画課の皆さん、忙しいところおいでいただきまして、誠にありがとうございます。 

 うちの事務局長の方からお話があったろうかと思いますが、今までは５分から１０分くらい

ですね、決算の内容についての説明をし、その後審議に入ると、こういうことで進めておりま

したが、今回からは何か企画課としてですね、１４年度のことでこことここは説明しておきた

いという部分があったら、ご説明いただいて、それから各委員の質疑をすると。こういうこと

で進めております。 

 ございましたら、どうぞ。課長の方からお話していただければありがたい。なければすぐ、

質問の方に入りたいと思いますが。いかがでございましょう。  

○企画課長(岩城達己君) 特にございません。  

○委員長(加藤正恭君)  そうですか、はい。 

 岩城課長の方から、説明がないということでございますので、各委員さんからすぐ、質問を

受けたいと思います。  

 ご案内のとおり、ページ数は１６ページから２０ページ、２８ページ、３１ページと。それ
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から３４ページという部分に企画課の決算が載っておりますので、それらを重点的に見て、ご

質問をいただければいいと思います。どうぞ。 

 １６ページ、姉妹都市の方ですね。国際親善。広報関係。  

 はい、土屋委員、どうぞ。  

○委員(土屋かづよ君)  ３４ページになります。町民活動推進費の中に、 (４)のＮＰＯ等活動

情報発信事業とありますが、ちょっと私この辺が分からないものですから、ご説明をいただき

たいなと思います。 

○委員長(加藤正恭君)  はい、岩城課長。  

 座ってで結構です。座ってどうぞ。 

○企画課長(岩城達己君) ３４ページのＮＰＯ等活動情報発信事業についてのご質問でござ

います。 

 町民まちづくり活動センター開設準備ということで、現在、昨年の４月に町内会連合会事務

局の方に、まちづくり活動センターというものがスタートしたわけでございますが、その開設

準備に当たりまして、町内にある、活動している団体。これをまず、調べました。  

 およそ４００団体、文化活動ですとか、福祉活動とか、いろいろな活動をされている町民の

団体が４００ほどございまして、そのうち活動センターとして３７３団体、登録してございま

す。 

 ご承知かと思いますが、すでにこういった冊子としまして、各町内会の方にお配りしまして、

それぞれの活動団体がどんなことを活動されているかと。同時にホームページ等でもこういっ

た内容についてはご紹介しているわけですが、実はこのデーターを処理するに当たりまして、

国の緊急雇用対策事業。これを活用しまして、町民の方に一時的にですね、緊急雇用という中

で、データーベース作りをしていただきました。  

 そういったＮＰＯの団体さんも当然入っていますので、事業名としましてはＮＰＯというふ

うに入っていますが、そういった町民活動を、さらにこれから展開していくためのデーターベ

ース作りというのを行ったものでございます。 

 主に事業の内訳ですが、この委託料として、１，００４千円というものを計上してございま

す。 

 以上でございます。  

○委員長(加藤正恭君)  よろしいですか。はい。  

 他にどなたか、どうぞ。 

 はい、吉田委員、どうぞ。  

○委員(吉田正利君)  吉田です。１８ページになりますが、東京白老会の件で質問させていた

だきます。  

 東京白老会の全体経費は、これどこで計上されているのでございましょうか、ちょっと。 

○委員長(加藤正恭君)  はい、岩城課長。  
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○企画課長(岩城達己君) 全体経費は、ここの１８ページの(４)東京白老会経費１５６，９６

０円が、今回１４年度に行われました、東京まで行く旅費１２９，６９０円。それから、当日

会場の手配ですとか、そういったもろもろの経費を含めまして、負担金補助及び交付金としま

して３０，０００円の計上をしてございます。 

○委員長(加藤正恭君)  はい、吉田委員。  

○委員(吉田正利君)  当日の開催費用はこれで全部まかなえるのでしょうか。 

○委員長(加藤正恭君)  はい、岩城課長。  

○企画課長(岩城達己君) はい。ここに計上しております決算の額につきましては、あくまで

も町費で支出した額でございまして、ここに記載しております東京白老会会員２１３名中、当

日１１月１５日の参加者１１４名につきましては、お一人７，０００円の負担金をいただいて

おります。  

 その７，０００円の経費の中で、会場でのですね、夕食代、そういったものをまかなってお

ります。 

○委員長(加藤正恭君)  よろしいですか。  

○委員(吉田正利君)  結構でございます。  

○委員長(加藤正恭君)  はい。他に、どうぞ。  

 私からね、あまりないようですから、ちょっとお聞きしたいのですが、１６ページです。姉

妹都市の問題ね。森田村・仙台市。これとのあれなのですが、予算的なことじゃなくして、年

に何回か、最近は１回、森田村の場合はね。年に１回訪問しておると。  

 私も何回かは参加したことがあるのですが、ただですね、お互いに物産展的なところがあっ

てね、行って物を売ってくると。森田村さんがこっちに来たときはりんごなりにんにくなり、

缶ジュースを売ると。  

 何か通り一遍のような交流が最近続いているし、多少マンネリ化してきているのかなという

気がするのでね。一つの考え方として、姉妹都市を結んだ意味は十分我々承知しておりますけ

れども、人的な交流と言いますかね、お互いに森田村のことを白老のことを知ってもらう。我々

も森田村のことを知るというようなことで、人的交流。まず、役場の職員の人的交流というこ

とを、私過去に提案したことがあるのですが、そういうことがまだ全然行われないでただ、物

品の販売の交流と。 

 お互いに行ったり来たりということだけで、議員は議員さんなりのお付き合いをそれぞれあ

るのでしょうけれども、果たしてこれはこのままでいいのかどうかね。企画課としてどのよう

に考えておられるのか。  

 それから森田村が何か合併という話がありますね。それで、森田村はまだ今までどおり合併

しても白老町さんとの交流は深めたいという意思があるやに聞いておりますけれども、その辺

りについて、２点お聞きしたいと思います。  

 はい、岩城課長。 
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○企画課長(岩城達己君) まず、人的交流の考えはということの１点目でございますが、これ

は、姉妹都市は仙台市とは歴史姉妹都市ということで、政令指定都市で１００万規模の市でご

ざいます。もともとわが町としても、勉強に行ってですね、吸収するものがたくさんあろうか

と思います。  

 それから、一方森田村につきましても、一昨年ですか、姉妹都市提携１０年という大きな節

目を迎えたわけでございますが、ちょっと先ほど合併というお話も出てきましたけれども、規

模が大きくなった中で、森田ばかりじゃなくてその、青森という大きな捉え方でも、その交流

というのは考えていかなきゃならないかなというふうに考えております。  

 まだ私もですね、企画課長という席に着いて、まだ日が浅いものですから、今後今ご質問が

ありました内容につきましては前向きに検討しまして、また、助役・町長のご意見もいただい

て、相手あることでございますので、相手の考え方も十分考慮したうえでですね、この辺のこ

とは考えていきたいなというふうに考えます。 

 それから、合併のことにつきましても、以前私どもが伺っている部分では、近隣ではですね、

姉妹都市はないというふうに聞いておりましたので、合併したとしてもですね、白老町との絆

はずっと続けていきたいという話を、一応聞いてございます。  

 まだ、正式なお話にはなっておりません。  

 以上でございます。  

○委員長(加藤正恭君)  はい。分かりました。  

 それからね、２９ページ千歳・苫小牧地方拠点都市地域整備協議会。一応１００千円の支出

になっておりますが、現実にね、これお金が１００千円かかるかからないとかということじゃ

なくて、現実に何をしているのかがね、私最近ずっと疑問に思っているのですよ。  

 言葉だけは、協議会は残っていますがね、何をしているのかと。ただ、苫小牧地区との広域

行政的な感覚もあるにしてもですね、お付き合い程度のための支出じゃないのかなと、形がい

化しているというふうに見ているのですけれども、この辺りはどのようなふうに考えておられ

るかね。その点伺いたいと思います。 

 はい、岩城課長。 

○企画課長(岩城達己君) はい。現在負担金として、金額の多少にかかわらずということで１

００千円、決算報告させていただいていますが、過去には最大２５０千円という、支出した年

度もございました。 

 拠点都市の内容でございますが、先進地視察という部分もございます。それについては隔年

で事業を実施しているのですが、一番その私どもで大きなメリットとして出てきたのは、中核

イオルの指定という部分。これについてはやはり、この拠点都市の指定地になっているかとい

うことが、一つ私どもも積極的にＰＲした材料の一つでございました。 

 それについても今後、今国に早く具現化してほしいということを申し出しているところでご

ざいますが、これについても、白老町においてはこの県域での拠点都市の位置付けされている
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ということを、積極的に国に対してもアピールしていってございます。  

 その他に、アクションプログラムという、この拠点都市になっているということに関連して、

いろいろな公共事業を展開してございますが、その中で起債事業、国からお金を借りるという

起債事業につきまして、この拠点都市の中で位置付けされているかされていないかということ

に対しても、一つ判断材料になってございまして、アクションプランの中にも、この拠点都市

であるがゆえに、起債申請の一つの項目にも該当しております。 

 以上でございます。  

○委員長(加藤正恭君)  なるほど。ああ、そういうのが一つの条件だから、なるほどね。そう

いう考え方でいるわけだ。 

 だけど、拠点都市としてね、単独にですよ。そういう、起債だとかイオルだとか、そういう

いろいろな面で利用するのは分かるのだけれども、この拠点都市というもののそのもののね、

内容というか活動というか、その辺はどうなのですか。  

 はい、岩城課長。 

○企画課長(岩城達己君) この拠点都市の計画の中に、文化教養施設という位置付けがござい

ます。白老の部分ですね。 

 それは、白老駅の鉄北地区、この一帯ポロトコタンも含めまして、今のコミセン。こういっ

た広いエリアがですね、この拠点都市の地域という位置付けになっておりまして、将来的に、

例えば文化ホールを建設したいというようなときにですね、公立の起債を受けれるという条件

が一つございます。 

 この拠点都市整備協議会ができたとき、全国いろいろできましたけれども、この千歳以外で

は帯広周辺もございますが、この当時はですね、起債事業最大で７５％起債借入れができると。

この拠点都市に指定になったエリアの事業を実施するとなると８５％の起債対象になって、さ

らに交付税の戻りがあるという内容でございます。  

 まだ、いろいろ財政的なこと、それから総合計画の位置付け、文化ホールの時期がどうなる

かということはまだ、いろいろ検討をしているところでございますが、将来的に建設というふ

うになれば、公立の起債をお借りしようかなという部分がございます。  

 以上でございます。  

○委員長(加藤正恭君)  いや、文化教養施設というのはね、当初できたころから、もう大分な

るのじゃないですか。その話が出てからね。その後全然、拠点都市のね、追分だとか早来とか

苫小牧とかっていろいろ図面も我々持っていますけれども、それっきりになっているような気

がしてね。  

 いろいろな面でのメリットがあるということではよく分かるのだけれども、拠点都市そのも

のの考え方というのは、どうもちょっと解せないものだからね。 

 それだって、いつになるか分からないのでしょう。この文化施設だってね。将来的なことは

分かりませんけれども。  
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 ただ、こう地方分権が進んできてね、三位一体改革があって、そして徐々に地方の方に権限

が移ってくるとすれば、こういう拠点都市うんぬんという話はね、苫小牧ブロックとしてはあ

った方が、いろいろな形で、こういう形じゃなくても別な形でも残るのでしょうけれども、将

来的にはその辺りはどのように考えられるのですか。今の段階で。  

 はい、岩城課長、どうぞ。  

○企画課長(岩城達己君) 今の段階でと、その拠点都市そのものがですね、今規模もかなり、

内容も縮小してきています。そういうこともあって、その負担金も過去から比べますと１００

千円程度というふうにこう、変わってきてはいるのでございますが、今回この事業で千歳・恵

庭も入って、また苫小牧と白老という、道央圏の一つのそのパイプですね。太い枠組みの中で

は、今のこういう社会経済情勢を見据えた中では、もっともっと発展するというのはちょっと

時間がかかるかなというふうに、私どもも考えております。  

 ただこの、やっぱり道央圏のその産業的な中でも、非常にパイプとなる部分、千歳空港があ

る。それから、白老も港があるという、そういう部分ではですね、この拠点都市の地域指定を

やはり、壊すことなくですね、ここをやはりフルに活用していきたいというふうに思います。  

 そういう中で、先ほど言いました中核イオルですとか、そういった部分をもっともっと積極

的に、こういったものを使ってですね、できるものはやっていきたいなというふうに考えてお

ります。 

○委員長(加藤正恭君)  はい、分かりました。  

 はい、他の委員さん、どうぞ。  

 はい、鈴木委員、どうぞ。  

○委員(鈴木宏征君)  ２９ページ、総合計画の件なのですが、今年の６月ですか、総合計画が

策定が終わって、本格的に第４次でしたか、入るのですが、さっきもちょっとお話したのです

が、要するに町全体のその土地利用という部分でですね、やっぱり総合計画に基づいた土地利

用計画というのですか。  

 そういうものがですね、やはり、こう漠然とあるのでしょうけれども、もう少しはっきりし

た位置付けというのでしょうかね。やっぱりそういうものがないからですね、いろいろな議論

というのでしょうか、学校の統廃合についてもですね、やっぱりそういう議論が逆に出てきて、

収集がつかないというのですか。そういう一助というのか、一つの考え方があるんじゃないの

かなと思うのですよ。原因があるんじゃないかと思うのですよ。 

 それでやっぱり総合計画の中の、土地利用計画というのをですね、やっぱりきちっと確立す

るということが、さっきの公営住宅もそうなのですが、公営住宅の跡地をですね、何にすると

かということが、やっぱり決まっていないがゆえにですね、なかなかその事業が進まないとか、

解体にしても進まないとかということが、こうつながってくるのだと思うのですよ。  

 それで、土地利用計画というものをですね、今回の総合計画の中でどのように位置付けて、

計画も考えているのかどうかということをちょっと、お話を聞きたいと思います。  



３７ 

○委員長(加藤正恭君)  はい、岩城課長。  

○企画課長(岩城達己君) はい。今回の第４次総合計画でございますが、土地利用計画は都市

計画との関連が大変密接になってきます。 

 その中で、都市計画マスタープランと連携しながら、現在策定を進めていますが、そういう

面では、今委員からご指摘がありましたとおり、土地利用という部分は鮮明にしていきたいと

いうふうに考えております。  

○委員長(加藤正恭君)  はい、鈴木委員、どうぞ。 

○委員(鈴木宏征君)  ぜひやっぱり、そこのところがですね、やっぱりいろいろな分野の土地

利用を考えるとき、町づくりを考えるときに、やっぱりその土地利用、そこの場所、学校一つ

にしても、じゃ合併したときに、将来的にはですね、やっぱりどっちに学校を作るとかってい

う話がこう、議論になったりですね。これから庁舎の問題ですとか、消防庁舎の問題、いろい

ろな問題ができたときに、やっぱりある程度そういう位置付けというものがあるということが

ですね、こう、議論の一つのたたき台になると思いますので、ぜひそこら辺はですね、きちっ

と位置付けを、町としての考え方の位置付けをされてですね、やっぱり今後の議論の基礎にな

るものをやっぱり作っていくことが、これからの進む進行の度合いもですね、やっぱりそうい

うことがあるということが、早くそういう実現に向けてもなると思いますので。 

 ちょっと今回は、議会の中でその総合計画にですね、係わる機会があまりなくてですね、そ

こら辺がちょっと私たちも分からないところで、今お聞きしたのですが。  

 ぜひやはり、きちっとそういう、今までない部分だと思いますので、位置付けをきちっとし

て、いいものを出していただいて、町づくりを進めていただきたいと。これは、要望したいと

思います。  

○委員長(加藤正恭君)  課長、私もね、その点で補足するのだけども、例えば財政と都市整備

がさっき終わったのですよね。その中で、土地の利用というね、未利用地があるわけだな。 

 それから一つ、さっき話題になったのが、日の出団地。あのブロックの。あれはあのまま廃

屋化して、環境整備も悪いよと。草はぼうぼうだし、というようなことからね、何年来から言

われていることなのだけれども、都市整備課にすれば、あれを解体していくと。解体するため

にお金がつかないから、なかなか進まない。ね。  

 そういう話からね、結局企画課も関係するし、都市整備課も関係するし、財政課も関係する

問題なのですよ。ね。どこでも困っているわけです。手を付けられないわけだ。予算が付かな

いから解体できないっていうことでね。  

 先ほども鈴木委員もそういうことでいろいろ議論をしたのだけれども、発想の転換をして、

何課が何課がやるんじゃなくて、あの土地を民活でもうぼんとね、土地をまぁやる人がいるの

であれば、処分して、解体費もその中に含めてやってしまうと。 

 そして早くあそこをね、整地して住宅のね、造成をその業者にやってもらうとかっていうね、

発想の転換をしたらどうなのだと。そこにはいろいろ補助金だとか、何とかっていろいろな問
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題もあるだろうけれども、そういうことをクリアしてでもやったらどうだというような話が出

ているのですよ。  

 これは、助役とか町長に言うべきことでね、かもしれない。一課長がいいですね、悪いです

ねとも言われないと思うのだけれども、その辺りのことを総合計画の中にきちっとね、載せな

さいと。こういうような意味で言っているのだけれどね。 

 そういうことなのですよ。で、それについて何かコメントがあれば。  

 はい、岩城課長。 

○企画課長(岩城達己君) まさしくその、土地利用という部分が非常に重要になってくる。特

にこの、第４次総合計画という部分では、柱の一つになろうかなというふうに考えてございま

す。 

 過去の例で言いますと、大町の中央団地。ここをその公営住宅、そのまま付きで分譲しちゃ

うか、壊しちゃうかという議論がございまして、そのときは都市整備ですか、財政・企画・土

木という関連課がぱっと集まってですね、ああいう形で分譲していくというふうに検討してい

ったわけですが、今東団地の他に汐見ですとか、他にも公営住宅がございまして、その辺の土

地利用がどうするかということが、今明確に方針がまとまっていないというのがございますの

で、その辺につきましても総合計画の中で、またこの辺のこともですね、十分考慮して計画書

というのをまとめていきたいというふうに考えます。 

○委員長(加藤正恭君)  他に、委員さんの中でどうぞ。何かありませんか。  

 はい、土屋委員、どうぞ。  

○委員(土屋かづよ君)  ３１ページ、(５)行政評価システム導入事業の中に、ちょっと報償費

のことでお聞きしたいのですけれども、いただいた課別報償費集計表の中を見ますと、それぞ

れの課で出されている、いろいろな講習会と講演会の講師の方にお支払する報償費があると思

うのですけれども、これはすべて、その課において独自に出しているのですか。 

○委員長(加藤正恭君) はい、岩城課長。  

○企画課長(岩城達己君) はい。行政評価システムでの報償費ですが、企画課としてこれは出

して、支出しております。 

○委員長(加藤正恭君)  はい、土屋委員、どうぞ。 

○委員(土屋かづよ君)  そうしましたら、この（５）の臨時の事業になっていますけれども、

これは講師の方に、何名かに分かれてお支払になったということですね。で、人数的には何名

の方で。 

○委員長(加藤正恭君) はい、岩城課長。  

○企画課長(岩城達己君) はい。大きく二つございまして、第１点目は昨年３月の２５日に、

行政評価フォーラム、これを白老のコミセンで開催いたしまして、参加者が８７名ございまし

た。このときに北大の宮脇先生。講師謝礼という形です。 

 それから、北見市と江別市という先進地の実践されている方が来ていただいて、その方々に
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も謝礼を出しております。 

 それから、大きな柱の二つ目ですが、外部評価委員会。これを平成１４年度からスタートし

てございまして、外部評価、当時は５名の方が評価委員さん、おられまして、この方々に報酬

という形で支払いしております。  

 以上でございます。  

○委員長(加藤正恭君) よろしいですか。はい。 

 はい、次。他の方、どうぞ。聞くことありませんかな。 

 はい、吉田委員、どうぞ。 

○委員(吉田正利君) 吉田です。冒頭お聞きしたのですが、東京白老会の運営について、一つ

今後の目的的な、やはり捉え方としてマンネリ化しないで進んでもいいんじゃないかなという、

一部気がしておりました。 

 一つは、東京白老会。要するに、当町出身の在京の方々がお集まりになるわけですけれども、

過去の進め方からすると、あまりその方々から当白老町に対する建設的な意見の聴衆をする、

お聞きをするという時間帯が非常にないんじゃないかなと。  

 ただ集まって、パーティして帰っていくというような、そういうふうな流れが非常に多いの

じゃないかなと。私はやはり、せっかくの機会ですから、もう少しそのような在京の当町出身

の方々に、白老町という町はどうあるべきなのか。やはり、この町内から出た人が、表からこ

の町を観察して、意見を述べて、具体的にですね。そのような時間帯をやはり、少しいただい

た方が効果があるのではないかという気がしておりました。  

 そういうふうなことで、今後毎年続けられるのであれば、何かしら、前にやっておったのは

私承知しております。例えば事前にアンケートをお配りして、回収するとか、あるいは意見を

交換していただくとかというようなことについてですね、以前やっていたような気がするので

すが、できるだけそのような第三者の見解も、ある程度町づくりのためにお聞きする時間帯を

設けていただきたいという感覚で捉えておりました。 

 それから、第４次の町づくりのいろいろな企画の中で、ちょっと考えてみたのですが、私は

やはり、この町づくりの基本的な計画は、どうしても一見するところによると、非常にこの町

の生産性に対する企画が非常に希薄すぎると。 

 要するに、いろいろなその文化とか、あるいは町民の福利厚生とか、構想は非常に立派なの

ですけれども、やはり生産性のない町というのは、これは将来的に金額が頓挫することになる

と思うのでございます。  

 それで、私はこの企画をするときに、一つ重要なのは、やはり企画があるということは、そ

の町の生産性が必要なのだということをですね、やはりお互いに貸借対象者じゃありませんけ

れどもそのような感覚で企画に臨んでいかないと、非常に私この間失礼なことを申し上げたの

ですが、その辺の文献を読んでいるような気がすると。そういうふうな感もないじゃないので

す。 
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 ですから、ぜひそのようなことで、具体的に申し上げますと、牛がこの時点で１，０００頭

増えたらこうなるとか、そのような流れで町の生産性がこうなるからこうなるのだというよう

なことで、これを実施できるというようなですね、関連付けた、要するに企画をやっていきま

せんと、どうしてもやっぱり役所の企画というのは、やはり、やりたいことはたくさん出てく

るのですが、それを実施するための、やはり総体的な町の基本的な産業とか生産とかというも

のに対してはですね、どうしてもやはり、偏ってしまうという傾向が強いと思うのでございま

す。 

 できるだけ、そのようなことで第４次計画は、もうちょっと具現化して分かりやすく、そし

て時点で生産性がこうなのだということをですね、きちっと検証する必要があるのじゃないか

と、企画の段階でそう思いました。  

 それからもう一つは、やはりその企画が一つの文章だけでなくて、シミュレーションでこの

時点ではこうなるのだけど、ばっと見た瞬間で分かれるような、そのような一つの企画も必要

でないのかなという気がしてならないのでございます。できれば、ちょっとそのような考え方

も入れて、企画に臨んでいただきたいなと思っておりました。  

 先般、第４次の概要を協議会で見せていただきましたけれども、いろいろな町の方が参加さ

れて企画に臨んでいると思うのです。非常に願望として、あれもしたいというのがたくさん出

ておりますけれども、あれは１７０、１８０ございました。  

 で、よく分かるのですけれども、逆に言うとその先の、やはり町の姿ということをですね、

形式では分かるけれども、それを作るための基本が非常に薄いなという感じがしておりました。 

 ですから、願望だけじゃいけないのじゃないのかなという、考えで捉えておりましたので、

一つよろしくお願いしたいと思います。これは私の要望でございます。  

○委員長(加藤正恭君) 要望でいいのですか。これについて何かコメント。 

 コメントがあればお願いします。  

 はい、岩城課長。 

○企画課長(岩城達己君) 大きく２点のご意見をいただきました。 

１つは、東京白老会の内容でございますが、私どももですね、決して親睦団体というふうに

は捉えておりませんので、現在産業経済課の方とも連携しながら、やっぱり企業さんにもっと

もっと白老の利点等ＰＲしながら、今ご意見をいただきました在京の方々にＰＲ、もっと前進

した中で取り組むように今年の対応も考えていきたいというふうに考えます。  

それから２点目の第４次総合計画でございます。やはり、民間の発想と言いますか、民間の

視点という部分が、今要求されている点かなというふうに考えます。 

特に、やはりサービス産業ですから、事業を１本１本計画を立てて、それを淡々とこなして

いくという視点から、ちょっと私は変えていきたいなと。そのことによって、いかにその経済

波及効果が生まれるかといった点まで、ちょっと追求したいなというふうに、私は今考えてお

ります。 
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そういう点で、今委員さんからご意見をいただいた部分も、参考にしながら、総合計画の方

はまとめていきたいというふうに考えております。  

以上でございます。 

○委員長(加藤正恭君) よろしゅうございますか。はい。 

 他に。 

 はい、熊谷委員、どうぞ。  

○委員(熊谷雅史君) 熊谷です。２８ページ。先ほど委員長からも、要するに負担金補助金交

付金のところで、拠点法がらみのお話もありましたのですけれども、どうもこの記載をずっと

見ていくと、どうも東胆振関係の期成会とか、補助団体・交付団体の羅列が多いと思うのです

けれども、うちの町の実例としてこれ、苫小牧総合開発期成会というのですか。これとはちょ

っと、そぐわないような気がするのですけれども、この２種類の関係については、どのような

対応でなさっているのでしょうかね。 

○委員長(加藤正恭君) はい、岩城課長。  

○企画課長(岩城達己君) はい。まず、胆振管内は過去にですね、一つの期成会という部分で、

国・道等へのその要望活動を行っておりました。で、管内、非常にエリアが広いということも

ありまして、それが東と西に分かれたわけですが、その時に白老町が東胆振広域会の位置付け

となってございます。  

 ご質問の西胆振との関係でございますが、特に西胆振は観光的な事業展開というのが多くご

ざいまして、その点につきましては、西胆振の事業を実施する。多分、産業経済課の方からも、

お話があったかと思いますが、例えば広域事業で行っています西胆振スタンプラリーですとか、

そういった部分で、主にはですね、観光といった部分で西胆振との連携を図っていってござい

ます。 

 それから、隣接する登別市とは、毎年１２月に首長さん同士の懇談会というものを設けまし

て、お互いのその連携、過去に実施した部分ではごみの広域処理といった部分も、登別さんと

の広域連携の中で展開していったわけでございますが、それ以外にも観光部分もお互いがお金

を出し合って、雑誌ですとかパンフレットを作ると。こういった連携を進めております。  

 以上でございます。  

○委員長(加藤正恭君) はい、熊谷委員。  

○委員(熊谷雅史君) 実務レベルではそうだと思うのですね。だけど、現課としてね、やっぱ

り東胆振だけではなくて、以前は胆振全体だったと。まぁ、陳情・要望事項のシステム上そう

いうふうになったのだというふうに思いますけども、今言ったごみの連携だとか、近隣の観光

の連携というのは、それは受動態でね、それはセッションでいいと思うのだけれども、全体的

な開発期成会のときの地域づくりから言うと、東だけでは僕は片手落ちだと思うのだよね。 

 だから、その辺は現課でどういうふうに考えているのかということを。  

○委員長(加藤正恭君) はい、岩城課長。  
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○企画課長(岩城達己君) はい。現在、地域連携会議というのが胆振管内に組織がございまし

て、これは室蘭開発建設部、それから北海道室蘭土木現業所、それから胆振支庁、管内の市町

村が連携して、特にこれに対して負担金というのは一切ございませんが、この地域連携会議も、

必要に応じて全首長さんが集まって会議を開くとか。あるいは、今回は西と東に分かれましょ

うと。 

 実は明日、東胆振の地域連携会議が苫小牧を会場にして行うのですが、明日は東胆振だけと

いう形で実施してございます。 

 ですから、全体が必要だというときは全部が集まってですね、その中で西も東も関係なく、

胆振としての会議を行うと。そういったことも実施していってございます。 

 以上です。  

○委員長(加藤正恭君) はい、熊谷委員。  

○委員(熊谷雅史君) 今、その地域連絡会議というのがあると。これは補助金も協賛金もない

と。それで進められていると。 

 じゃ、この東胆振連絡協議会の１４０千円というのは、どういう使い道でやっているのです

かね。 

○委員長(加藤正恭君) はい、岩城課長。  

○企画課長(岩城達己君) はい。東胆振のこの負担金の内容ですが、まず１つ目の苫小牧地方

総合開発期成会。これは白老から東側の市町村１市６町でございますが、これは国あるいは道

へのその首長さんなり、陳情・要望へ行ったときに係わる経費、そういったものがそれぞれの

町が負担した中で行っております。  

 あと、その要望会会場の使用料といったものも含めて、負担金として納めております。  

 それから、東胆振広域圏振興協議会１２９千円でございますが、これはどちらかというとこ

れは活動の方ですね。  

先ほどの期成会は要望活動の方で、こちらの振興協議会は、実行部隊と言いましょうか、例

えば事務方の担当者の先進地視察。それから昨年１４年度は、ちょうど白老で開催したのです

が、東胆振町民、市も入りますから、住民のバスツアーというのを、年１回開催しております。

そのバスの借上代。そういったものが、この協議会。その実施していく、実行に移す方が振興

協議会というふうな使い分けでございます。  

以上です。  

○委員長(加藤正恭君) よろしいですか。はい。 

 他に、どうですか。  

 はい、熊谷委員。 

○委員(熊谷雅史君) すみません。いっぺんに聞けばよかったのですけれども、３４ページ。

元気まちづくり活動支援事業。ここで負担金補助及び交付金ということで、６団体と書いてい

ます。差し支えなかったら教えていただきたいのですが。 
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○委員長(加藤正恭君) はい、岩城課長。  

○企画課長(岩城達己君) はい。読み上げていってよろしいでしょうか。  

 まず、元気まち１００人会議福祉部会、代表が中谷さん。はい。元気まち１００人会議の福

祉部会です。「知ってくださいＤＶ」ということで、これ町民対象の講演会を開催したのと、Ｄ

Ｖの理解のための全戸配布しましたチラシの作成。こういったものに対しまして１００千円。

全体事業費で１３２千円でございます。  

 ２つ目です。白老散歩会。これは代表、奈良岡 実さん。里山の植物観察の記録集、写真集

を作っております。で、これは主に、萩の里自然公園内の植物。そういったものの写真を撮り

まして、現在はセンターハウスで、この成果を公開しております。  

 ３つ目でございます。みんなで地域福祉を考える会。粂田代表です。これは、「ちょいボラ」

を発行しております。全部で６号発刊してございまして、約１，９００部作成いたしました。  

 ４つ目です。ウヨロ環境トラスト。菅原代表です。自然観察会、自然観察路の整備というこ

とで、ウヨロ川のですね、歩道整備。そういったものを実施したり、それから自然観察。こう

いったことを実施しております。  

 それから５つ目です。楽しくやさしいアイヌ語教室。大須賀代表です。これは子供用のテキ

ストを作成いただいて、アイヌ文化を学習してもらうというテキストを作っております。  

 それから最後、６番目ですが、元気まち１００人会議の聞き書きクラブ。平松代表です。「子

供たちに残したいお話」、それを作成しました。１４年度は、虎杖浜の紺谷さん、それから萩野

の山形さんの昔話、それを聞いて、聞き書きですから、書き物にして２００部作成しておりま

す。 

 以上、６団体でございます。 

○委員長(加藤正恭君) はい、熊谷委員、いいですか。 

 はい、熊谷委員。 

○委員(熊谷雅史君) はい、熊谷です。分かりました。非常に勉強不足で申し訳なかったので

すけれども、いろいろな事業展開を推進されたということなのでしょうけれども、この事業費

の助成について４５１千円というのは、現課として非常にね、シーリングの厳しい時代の中で、

チョイスをしなくちゃいけないとは思うのですけれども、その辺のところはやっぱり現課でよ

く揉んで、されていると。 

 それで、このことの効果の、費用対効果。現課で大変申し訳ないのですけれども、どのよう

な位置付けで抑えられているのか、それ。もし、抑えているということであれば、教えてもら

いたい。 

○委員長(加藤正恭君) はい、岩城課長。  

○企画課長(岩城達己君) はい。このまちづくり活動支援事業につきましては、その一律補助

率をいくらですとか、その要綱そのものはございますが、補助率に対してどうこうというのは、

基準はございません。  
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 それで、内容を十分検討しまして、団体ともヒアリングをしまして、その中で妥当性という

部分を出しまして、その中で補助していっていると。 

 その内容につきましては、例えば全戸配布するですとか、全町民に関わっていく部分。そう

いった部分の費用対効果も、そのときの一つの判断材料として、補助する金額というものを予

算の範囲内で割り振りしていっているという実態でございます。 

 ですから、単純にいう土木事業等のよく言われるＢ／Ｃっていうところまではないのですけ

れども、はい。よくヒアリングした中で、補助額っていうのは決めていっているという状況で

ございます。  

 なお、１５年度以降につきましては、これはみんなの基金と統合いたしました。はい。  

○委員長(加藤正恭君) よろしいですか。はい、他に。 

 はい、鈴木委員、どうぞ。  

○委員(鈴木宏征君) ページ数は３１ページ。行政評価システムです。勉強不足かもしれませ

んけれども、行政評価システムというのは、行政でやったいろいろな事業の効果というのです

か。そういうものを評価していくという、そういうシステムだと思うのですが、今、総合計画

の中の実施計画というのがですね、今後作っていかれるんじゃないかと思うのですが、これは

予算やなんかが回りますので、それの何と言うのですか、優先順位と言うのか、やる順番です

よね。 

 その総合計画の中に計画したものの実施計画ですから、これからやることについての優先順

位を決めていく中でですね、その行政評価システムというのは、僕の考え方が間違えていたら

訂正してください。やってしまったものについては行政評価システムで、その費用対効果があ

ったかどうかという追跡調査をしていくというふうに考えると、じゃそのやる順番について、

その総合計画の実施計画に盛り込んでいく中の、基本的な考え方というのですか、そういうも

のがもしあったら、ちょっと教えていただきたいなと思うのですが。 

○委員長(加藤正恭君) はい、岩城課長。  

○企画課長(岩城達己君) はい。行政評価システムの関係でございますが、平成１３年度に事

務事業評価という、いわゆるどこどこの前の家の道路舗装をしますと。で、その舗装したこと

の評価がどうかっていうことの事務事業評価。 

 それから平成１４年度は、そういった個別の舗装道路を束にした施策評価。で、１本１本が

事務事業ですから、束にすると、その生活道路網の整備がいかがかという評価になります。 

 それを、さらに束にしたのが平成１５年度に政策評価というふうになります。これからの道

路整備のあり方はどうあるかという部分を評価しております。  

 ですから、今委員から質問がありました内容でお答えしますと、この政策評価という部分が、

総合計画に反映されていくという内容になってございます。  

 以上です。  

○委員長(加藤正恭君) はい、鈴木委員、どうぞ。  
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○委員(鈴木宏征君) そうしましたら、今のお話を聞きますと、これからやる事業の政策評価

というのを先にやって、それの緊急度と言うのですか。順番を決めていく一つの尺度と言うの

ですか。尺度として、そういう１つ１つの政策評価というものをしたうえで、総合計画の実施

計画に盛り込んでいくと。そういうふうに考えてよろしいのですか。 

○委員長(加藤正恭君) はい、岩城課長。  

○企画課長(岩城達己君) はい。そうです。 

○委員(鈴木宏征君) そうですか。はい、分かりました。  

○委員長(加藤正恭君) よろしいですか。はい。 

他にありませんか。なければこの辺で企画課の審査を終えたいと思いますが、いかがでござ

いましょう。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(加藤正恭君) はい。それでは、これで終わらせていきます。 

 どうもありがとうございました。  

 休憩をいたします。  

休憩 午後 １時５０分  

 

再開 午後 ２時０３分  

○委員長(加藤正恭君)  それでは休憩を閉じて、特別委員会を再開いたします。次は教育委員

会の学校教育課でございます。 

 学校教育課の皆さん、お忙しいところおいでいただきまして、ありがとうございました。 

 課長の方には、うちの局長の方からご案内があったかと思うのですが、例年でしたら決算に

ついて、概略、こう説明をして、５分か１０分くらいかけてですね。していたのですが、今回

は即委員の質問に答えると。こういう形なのですが、特別ですね、こういうことだけは申して

おきたいというような部分がありましたら、その部分についてのご説明をいただいて、それか

らなければですね、即質問に入りたいと。こういうふうなことで進めていきたいと。今までも

ずっと、そういうことで進めておりますが、よろしくどうぞ、お願いいたします。  

 はい、どうぞ。目時課長。  

○学校教育課長(目時広行君) 学校教育課としましてですね、お手元に配布しております、平

成１４年度白老町における教育活動の状況報告及び白老町立学校経営報告というのがあります

けれども、これのですね、１ページ・２ページ・３ページにつきましてですね、概略を説明さ

せていただきまして、その後ですね、委員の皆さんから質疑をいただく形でよろしいでしょう

か。 

○委員長(加藤正恭君)  いいですよ。  

○学校教育課長(目時広行君) それでは早速、説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、１ページ目でございます。平成１４年度は学校週５日制が完全実施されました。児童
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生徒に「生きる力」を育むための新学習指導要領に基づく新たな教育が始まりました。 

 地方分権や教育改革が進められ、地方自治体の教育力が試される時代がやってきました。こ

うした状況の下、平成１４年度は教育行政執行方針に沿って、学校教育を推進してまいりまし

た。 

１番目の白老町における教育活動の状況でございます。１ .教育活動の充実について。白老町

小中学校適正配置について。森野小中学校を平成１４年度をもって閉校し、７０年に及ぶ歴史

に幕を閉じました。 

 白老町小中学校適正配置基本計画に基づき、「白老地区小学校適正配置検討委員会」を設置し、

平成１５年２月５日、答申をいただいております。この間、平成１４年からですね、１４年の

６月から平成１５年の２月まで、この検討委員会で１２回１５名の委員さんで開催されており

ます。 

 ２点目としまして、白老町立学校教育課程編成の方針の作成でございますけれども、基礎・

基本の確実な定着を図る教育課程の編成と実施を行っております。地域に根ざした総合的な学

習の時間の充実。学社融合による開かれた学校づくりの推進をしております。  

 ３点目として、小学校社会科副読本の作成を行っております。掲載資料の充実と、アイヌに

関する記述の充実を行っております。これは５年ぶりに改定を行いました。 

 ４点目としまして、心の教育の充実。道徳教育特別非常勤講師の配置事業でございます。町

内外の人材を活用し、児童生徒の心に響く道徳の時間を目指しております。  

 心のノートの活用でございますけれども、道徳の年間指導計画に位置付けしながら、学校教

育において活用を図っております。  

 ２ページ目でございます。５点目の特別支援教育の充実。設置校の拡大でございますけれど

も、従来白老小学校に加えて、平成１４年度新たに社台小学校・萩野小学校・竹浦小学校・虎

杖小学校に特殊学級を設置いたしました。 

 特別支援教育振興協議会の設置。町内における特別支援教育の充実を図るため、専門的指導

の研修を行っております。 

 ６点目として、情報教育の充実でございます。町内すべての小中学校にコンピューターが配

置され、インターネット等を活用した授業が可能になっております。平成１４年度は校内ＬＡ

Ｎ設置６校を実施しております。  

 情報教育の関係で、白老町立学校情報教育推進協議会の設置を行っております。これは、教

職員研修を行うとともに、コンピューター等を活用した授業のあり方について、検証を行って

おります。  

 それから２番目の、不登校児童生徒の状況と対応についてでございますが、児童生徒数の推

移につきましては、平成１２年・平成１３年・平成１４年度、３カ年の推移を掲載しておりま

す。 

 １２年度は、小中学校合わせて１４名ですね。１３年度は小中合わせて２２名。平成１４年
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度が小中合わせて２３名という形になっております。傾向と状況についてでございますが、総

数では平成１３年度と比較して１名増となっております。不登校児童生徒の半数以上に怠学傾

向が見られております。その数は年々増加しております。 

 怠学傾向の児童生徒につきましては、過程における教育力が低下しており、学校復帰が難し

い状況にあります。 

 これらの対応につきましては、平成１４年度により、白老中学校を拠点にですね、スクール

カウンセラーを配置しております。カウンセラーと連携し、不登校児童生徒や保護者に対応す

ることができております。 

 怠学傾向にある児童生徒につきましては、本人への指導とともに、保護者への指導も行って

おります。  

 不登校児童生徒は一般に、学業も不振になることが多いことから、精神的なケアとともに、

学業へのケアを行っております。  

 ３番目の開かれた学校づくりについてでございますが、学校評議員制度の導入ですね。平成

１４年度はモデル校を選び、導入成果を検証しております。  

 まずは、萩野小学校・虎杖小学校・白老中学校をモデル校として、学校評議員を委嘱してご

ざいます。年４回開催し、学校評議員の意見を求め、学校経営を進めております。  

 ４番目ですけれども、その他ですね。保護司との連携事業としてはですね、登別保護司会白

老分区と連携して、白老中学校・萩野中学校において、連携事業を行っております。内容とし

ましては、いじめ等に関するビデオを視聴した後、青少年の犯罪について意見交流を行ってお

ります。 

 ２点目としましては、新エネルギー教室の実施を行っております。それで、北海道経済産業

局と連携して、新エネルギー巡回教室を実施しております。実施校は緑丘小学校・萩野小学校・

竹浦小学校・虎杖中学校の４校でございます。参加児童生徒数は５２８名でございます。  

 以上、雑ぱくでございますけれども、白老町における教育活動の状況報告を申し上げました。  

○委員長(加藤正恭君)  はい。目時課長の方から今、１４年度の状況報告等をいただきました。 

 それで、早速各委員さんからご質問があれば受けたいと思いますので、ある方はどうぞ。 

 はい、谷内委員。 

○委員(谷内 勉君)  はい、谷内ですが、語句の説明ということでですね、３ページの今新エ

ネルギー巡回教室ということについて、もう少し内容を詳しくちょっと説明していただきたい

のですが。  

○委員長(加藤正恭君)  はい、安藤主幹。どうぞ。 

○主幹(安藤尚志君)  はい。新エネルギー教室ということの用語でございますが、広く考えま

すと、環境教育というような捉え方をしてよろしいかと思います。  

 今、資源が非常に限られている中で、子供たちのいろいろな日常生活の中で、資源を有効に

活用しよう。あるいは、さらに新しいエネルギーとして、この時はですね、太陽エネルギーを
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使ったバッテリカーですね。これを実際走らせました。で、そういう活動をとおしながら、子

供たちにそういったいろいろなエネルギーがあるんだよ。そういうエネルギーをこれから有効

に活用しなきゃいけないんだよ、というような学習をいたしました。 

以上でございます。 

○委員長(加藤正恭君)  よろしいですか。はい。他に。 

はい、鈴木委員、どうぞ。 

○委員(鈴木宏征君) 今、説明を受けた３ページの、予算書の中にもありましたけれども、臨

時事業で載っていたのですが、学校評議員の関係なのですが、ちょっと僕も勉強不足で申し訳

ないのですが、評議員を導入した目的と言うのでしょうか、それと、これ平成１４年度で入れ

て、平成１５年度まで今２カ年目なのですが、この成果というのでしょうか。どういうことを

やった、その成果として、成果までいかないのでしょうけれども、その結果としてどういうそ

の評議員から意見が出るとかというようなことがあったら、教えていただきたい。  

○委員長(加藤正恭君)  はい、安藤主幹。  

○主幹(安藤尚志君)  学校評議員についてでございますが、これまで学校の閉鎖性ということ

が非常に多く指摘されてまいりまして、学校でどんな教育活動をしているのかが、保護者、あ

るいは地域の方々に十分理解されていないんじゃないかというような考え方がございまして、

あるいは学校がこんなことをやりたいのだけれども、十分地域の理解や協力を得ていないとい

うような実態もございました。 

 これらの反省を踏まえて、国におきまして、開かれた学校づくりを推進するということで、

この学校評議員につきましては、全国的に国が各地区にですね、設置を求めております。  

 白老町におきましても、平成１４年度、初年度でございますが、全校一斉ということではな

くて、今までも地域との関わりが大変白老は強い地区ですので、一斉に導入というよりは、３

校ですね、ここに記載してあるとおり、３校をモデル校にして、推進してみようということで、

平成１４年度は４回開催させていただきました。  

 ただ、平成１４年度につきましては、初年度ということでございましたので、学校の方もで

すね、委嘱された評議員の方もですね、どんなふうにしてやっていけばいいのかということを、

こうお互い模索していたところでございます。 

 平成１５年度、今年度になりますが、現在社台小学校を除く９校でこの評議員を設置してご

ざいます。  

 今年は２年目に入りましたので、少しこれから今年度のまとめを３月に行いますが、状況と

してはですね、例えば評議員さんの方から学校経営や運営に係わって、さまざまなご指摘をい

ただく場面もございます。また、学校としても、そういったいただいた評議員さんの意見を、

すべてを現実というか実践するということはもちろん大事なのですけれども、これについては

このように改善していきたい、これについては次年度このように取り組みたいという説明責任

をですね、果たす役割を行っております。 
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 いずれにいたしましても、この学校に評議員という方が、評議員が置かれることによってで

すね、これまで閉鎖的であった学校の情報が、町内会ですとかいろいろな育成団体ですとか、

そういった方々にも共有していただけるということで、まだまだこれから成果については見極

めなければいけませんけれども、今の学校教育に風穴を空けていく有効な手段だなというふう

に考えております。 

 以上です。  

○委員(鈴木宏征君) はい、分かりました。 

○委員長(加藤正恭君) よろしいですか。  

 はい、吉田委員、どうぞ。  

○委員(吉田正利君)  吉田です。不登校児童の現況について、質問させていただきます。２ペ

ージでございます。 

 以外と当町の小中学校の不登校生徒児童というのは、ほとんどいないんじゃないかと思って

おりましたけれども、この統計を見ますと結構多いので、驚いた次第です。 

 それで、ここで(２)の３で表されておりますが、怠学傾向の児童生徒については家庭におけ

る教育力が低下していて、学校復帰が難しいという表現をされておりますが、例えば１４年度

で生徒、小学校４名の児童がおるわけでございますが、この児童を、小学校児童４名の子供さ

んは、学校復帰が難しいという判断ということは、中学校に行けないという意味でございまし

ょうか。一つ説明をお願いします。  

○委員長(加藤正恭君)  はい、安藤主幹。  

○主幹(安藤尚志君)  中学校への進学、つまり小学校の卒業でございますが、これにつきまし

ては学校長が判定・判断を下しますので、一般的には休みがちな子供であっても、卒業に関わ

っては学校長は認定をしていくだろうと。ただ、原級留置きという措置もございまして、これ

は学校長がこの子についてはもう１年、その学年にとどめますよという判断をした場合には、

卒業することができないわけですけれども、現在のところ、その原級留置きという措置はです

ね、本当に特例的なものでございまして、今のところはございません。  

 ですから、小学校で学校に行くことができない子供も、義務教育においてはですね、中学校

の方に進学しているという状況でございます。 

 以上です。  

○委員長(加藤正恭君)  よろしいですか。  

はい、吉田委員、どうぞ。 

○委員(吉田正利君) 関連で、例えば平成１４年度、これだけの児童生徒さんがそのような状

況下に置かれているのですが、現実的にはどのような結果になるのでしょうか。統計は分かり

ましたけれども。  

 例えば、今現在中学校の生徒さんは、この該当の児童生徒さんというのは、実際やっぱり登

校していないのでしょうか。  
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○委員長(加藤正恭君)  はい、安藤主幹。  

○主幹(安藤尚志君)  今の現在の状況でございますが、その前にまず、不登校ということの抑

え方でございますが、年間で３０日以上の長期欠席の児童で、学校へ継続的に行けないこども

ということになってございます。  

 ですから、不登校のこの子供たちでございますが、全く１年間全然学校へ行っていないとい

うことじゃなくて、１週間に１回か２回ぐらいは学校へは行っております。はい。  

 そして全く行けない子供のことを、引きこもりというふうに言ってございます。で、引きこ

もりも町内には１名中学生でおります。  

 ただ、そういうところでございます。  

 そして、今ご質問がありました今の状況でございますが、人数的にはですね、１２月の議会

の中でもお話をさせていただいておりますが、１２月末現在でですね、総数としては昨年の２

３名に対し、現在は１３名です。ですから、１０名ほど不登校の子供たちが減ってきていると

いう状況です。 

 大変難しいところなのですが、心因性の子供で、学校へ行くと頭が痛くなる、お腹が痛くな

るといった子供も、今年は別室登校を始めたりですね、それから怠学傾向にあった子供も、そ

の親の意識が少し変わってきて、今までよりも少し回数が多く学校へ行けるようになってきた

というような、そういう改善も見られますが、引き続き去年と同じように、やっぱりこう休み

がちな子供もいるということでございます。  

 以上です。  

○委員長(加藤正恭君)  よろしいですか。はい。  

 吉田委員、どうぞ。  

○委員(吉田正利君) 不勉強で申し訳なかったのですが、よろしいでしょうか。ということは、

怠学傾向というのは、１００％学校へ行っていないということではなくて、今も条件体で計数

的に表れる子なので、全くという子は１人だという判断をするのですが、ありがとうございま

した。 

○委員長(加藤正恭君)  はい、谷内委員、どうぞ。 

○委員(谷内 勉君) はい、谷内です。今の質問に関連すると思うのですが、３ページの１番

上ですね、１４年度より白老中学校を拠点にスクールカウンセラーを配置して、保護者にあた

ったということなのですが、これの傾向としてこう、よくなったとか、そういうようなことが

ありましたら教えてほしいのですが。 

 今話がありましたようにね、１５年度末で２３名の方が１３名に減ったと。これがその効果

と考えてもよろしいのでしょうか。  

○委員長(加藤正恭君)  はい、安藤主幹。 

○主幹(安藤尚志君)  不登校児童数の減少につきましては、この減少がすべてスクールカウン

セラーの効果だというふうには判断は難しいと思いますが、非常にスクールカウンセラーによ
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るところも大きいかなというふうに思っています。  

 また、ここには書いておりませんが、スクールカウンセラーは児童生徒・保護者、それから

実際に不登校を担任している先生方の相談にものってくれています。 

 そういった意味では、直接的にスクールカウンセラーが、常にその子供に関わるというより

も、日常的に子供たちに関わる先生方のいろいろな相談業務もしていただけるということを考

えると、スクールカウンセラーによる効果というのは、大きいものというふうに考えておりま

す。 

 以上です。  

○委員長(加藤正恭君)  はい、よろしいですか。  

はい。他にどなたか。  

 はい、吉田委員、どうぞ。  

○委員(吉田正利君) 吉田です。特別支援教育の欄で、２ページでございますけれども、１４

年度に社台から虎杖小まで特殊学級を４校設置したということは、非常に現状の流れを見て、

すばらしいことだと思っているのでございますが、教育現場においてはこれ、非常に苦労され

ているのではないかと思うのです。 

 それで、この②に書いております振興協議会の具体的な内容、これは教育を担当する先生に

対する特別支援教育ということなのでしょうか。現実的に、客観的にちょっと説明いただきた

いと思います。 

○委員長(加藤正恭君)  はい、安藤主幹。  

○主幹(安藤尚志君)  先ほど課長の方からご説明がございましたが、従来白老におきましては、

白老小学校と白老中学校、この２校に特学を設置しておりましたが、１４年度から町内的に各

地区に特学を設置していくと。で、このことに伴いまして、特学を担当する教員が大変多くな

りました。  

 そのことによりましてですね、特学を担当して、経験がある先生もいれば、全く経験のない

先生もいるということで、非常にまた、その中身の方もですね、普通学級に比べるとかなりこ

う専門的な研修、あるいは指導が必要になることから、そういった担当者を中心としながら、

日常的に子供たちへの指導のあり方だとか、あるいはそのいろいろなテスト調査を行うのです

が、そういったものの実施の仕方ですとか、そういった研修の場として活用しております。 

 以上です。  

○委員(吉田正利君) 分かりました。  

○委員長(加藤正恭君)  よろしいですか。はい。  

他にどなたか。 

私から何点かちょっとお聞きしたいのですが、今の不登校の関係で、スクールカウンセラー

という方が、どういう経歴の持ち主なのか。それが１点。 

それから、保護者への指導。本人の指導はもちろんですけれども、保護者への指導というの
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は、担任の先生とカウンセラーと一緒に行っているのか、カウンセラーに全部おまかせしてあ

るのか。その辺りはどういうふうになっていますか。 

はい、安藤主幹。  

○主幹(安藤尚志君)  カウンセラーの経歴ということでございますが、現在白老町のカウンセ

ラーをしていただいている方は、室蘭工業大学で心理学を教えていらっしゃる前田先生という

方でございまして、資格としては臨床心理士という資格が必要でございます。  

 経歴ということでございますが、この先生は、平成１４年は室蘭の高校の方のカウンセラー

をしておりました。で、１５年から白老の方に来ていただいております。で、１４年は、実は

違う荒井先生という方がですね、カウンセラーをしていただいておりました。この方はちょっ

と、家庭のご都合で今年度継続できないということで、１４年・１５年に関わって、１年づつ

こうカウンセラーが代わりました。  

 それから保護者への指導ということでございますが、学校の方ではカウンセラーと保護者と

の橋渡しをしていただくと。直接カウンセリングに入るときには、ほとんどの場合はカウンセ

ラーと保護者の方、１対１ということでございます。あと、場所の問題ですとか、時間の問題

ですとか、細かい調整を学校を通して連絡調整させていただいているというような状況でござ

います。 

 以上です。  

○委員長(加藤正恭君)  はい。あのね、なぜこういうことを聞いたかというと、最近テレビで

ね、中学校３年生ですか。父兄の虐待を受けていたと。それで、もちろん父兄がね、ああだこ

うだということが分かるのだけれども、学校も、それから何というのですか、児童センターと

いうのですか。そういう所もある程度分かっておったと。ね。  

 だから、どこまで分かっていたのか、みんな分かっていたのだけれども、全然手も付けられ

ないで、なんだか変だな。近所の人たちもみんな分かっているらしいのだけれども、そのまま

放置されておったと。こういうのが今、出ているわけですよ。  

 ああいう実態がね、白老町に、もちろんないとは思うのだけれども、そういうことも考えら

れるのですね。 

 ですから、ただ行って、玄関へ行ってどうだよって、うちの息子は元気だよって言われたら、

変だなと思いながらもそのまま帰ってきていると。それをちゃんと指導センターみたいな所へ

報告しているのだけれども、そこも動かなかったというような、ああいうことを見ているとね。  

 果たして立派なカウンセラーがおられてもですね、それをカウンセラーにまかせただけでも

ういいということじゃなくて、やっぱり父兄も、それから先生方も、そういうことでやっぱり、

何て言うのかな、その後のフォローをしていかなきゃならないって、そういう部分が非常に大

事じゃないかなという気がするのですけれども。  

 その辺りまで、うちの教育委員会としては、考えておられるのかどうかね。そういう点、伺

いたいと思うのですが。  
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 対象はないとは思うのだけれども。 

はい、目時課長。  

○学校教育課長(目時広行君) まだ学校教育課長になって日が浅いものですから、適切に答弁

できるかどうかわかりませんけれども。  

 最近の事件で、本当に不幸なことがありました。本当に、親が子供をですね、育てる家庭の

中で、よくもああいう形にできるかと、私も本当にびっくりした次第です。 

 まず、基本的にはですね、家庭の教育が基本ではございます。で、子供はいろいろなその、

信号なり、サインを出していると。で、今回の事件もいろいろ友達がですね、ある程度気づい

ていたと。で、児童相談所では一応は家庭の方へ訪問はしたけれども、強く言えなかったとい

う部分がありますね。  

 で、白老町についても、そこまでは行った事件は聞いておりませんけれども、ひょっとする

とですね、私たちが見過ごしている部分は、もしかしたらあるかもしれませんけれども、やは

り学校と家庭とのですね、その、正常な段階から密接な連携というのは必要だろうというふう

には考えています。 

 もし万が一、そういったことがあれば、やはりこういうカウンセラーの問題、あと児童相談

所との連携をとりながらですね、あまり個人のそのプライバシー、ここの接点が非常に難しい

とは思いますけれども、やはり子供を重心に考えたときにはですね、強くその家族の方に話を

していく必要はあるかと、そんなふうに考えています。  

○委員長(加藤正恭君)  それからもう一つ、別な観点からね、これ先ほど出ていた学校評議員

制度。これは１４年度は３校ですが、１５年度は社台小学校以外は全部設置していると、こう

いう。 

 それで、各地区に学校評議員制度を作って、各地域のいろいろな教育行政に対する問題を、

いろいろ提起してもらって、校長が任命するようになっていますね。そういう制度だっていう

ことは、ある程度分かっているのですが、この評議員制度は、制度としてはいいのですが、こ

れは非常にですね、１４年度は始めたばっかりですからあれですけど、これどんどんどんどん

今度、うまく作動していけばですね、教育委員制度のね、この見直しまでいくような気がする

のですよ。  

 教育委員の問題は、教育長に私は聞こうとは思っていますのでね、そこまでは今申し上げら

れない、必要はないとは思うのだけれども、将来的にね、この学校評議員制度の活用。これは

できていって、満足なものがどんどんどんどん、年々ですね、充実していくとすれば、相当い

い効果になると僕は思う。 

 しかも、各地域で、中心である、経営者である学校長を中心としてやるわけですから。  

 ただ、地域のエゴがね、こう各地区でやるものですから、地域のエゴがこう、先に出てくる

ような心配もあってね。白老町としてのあれではなくて、地域ばっかりの話がこう出てくるよ

うな危険性があるんじゃないのかなと心配するのですけれども、その辺りはこういう、１年、
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２年近くやっておられてね、どのように考えておられますか。  

 はい、安藤主幹。 

○主幹(安藤尚志君)  学校の方からはですね、年４回評議員を招集して、行った後の報告を毎

回いただきまして、その都度私も目を通してまいりましたが、特にその地域間によって、特に

その話し合われる内容が異なるということはございませんでした。  

 具体的には例えばですね、学校から毎月出している学校だより。これをもうちょっと、この

範囲まで広げた方がいいんじゃないだろうかとか、あるいは今子供たちが帰り、こんな所で今

寄り道をしてから帰っているよとか、あるいは今度町内会でこういうような行事をやるので、

ぜひ学校の方も協力してほしいというようなことで、すべて学校経営ばかりではなくてですね、

地域の中で子供たちを育てていくという。そういう原則にのりまして、いろいろな関わりが生

まれてきている。強力な協力体制が出来上がってきているというふうに私は感じております。  

 以上です。  

○委員長(加藤正恭君)  はい、課長。目時課長、どうぞ。  

○学校教育課長(目時広行君) 学校評議員の立場というか、役割としてですね、まず学校の教

育目標とかですね、教育計画ですね。その学校においてのですね。それから、教育活動の実施

方針とかですね。もう一つは学校と地域。それから、家庭との連携をどう進めるか。こういっ

たことを、校長先生が評議員にその意見を求めると。 

 で、評議員の立場としては、学校運営について意見を述べるという形でですね、アドバイザ

ーというか、サポーター的な、そういう役割をしていただく。そんなような形で進めていただ

いております。 

○委員長(加藤正恭君)  今の安藤主幹の話を伺うと、各地区の評議員はレポートを出すだけで、

こちらはそれを見て。こっちからは向こうへ、４回ですか。その時には、教育委員会としては

全然ノータッチで、ただレポートだけを見て、ああこういうことが議論されているんだなとい

う程度の認識しか持っていないわけですか。今の段階では。どうなのでしょう。 

 はい、安藤主幹。 

○主幹(安藤尚志君)  言い方としてちょっとこう、不適切な部分があったとしたらお詫びした

いと思いますが、基本的にはこの設置に関わってはですね、学校長は必要に応じて学校評議員

を置くことができるというような文言になってございます。  

 ですから、教育委員会として、もちろん委嘱等は行いますけれども、その１回１回の内容に

関わって、教育委員会として例えばオブザーバー的に参加していくということは、なるべく慎

んだ方がいいかなと。  

 要するに、その学校として校長先生が、今学校経営をしていくときに、こういうことが今課

題なんだと。これを、要するに解決するために、皆さん何かいいアイディアはないでしょうか

というような、そういうような諮問と言いますか、意見を求めていく場でございますので、教

育委員会が行って、そのことについてどうだこうだということにもなかなかならないかなと、
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いうふうには思っております。 

 ただ、実際どういうような中身が、内容が話されたのか。あるいは委員さんとして、どうい

うようなお考えがあるのかということについては、私どもの方で一応承知はしたいなというこ

とで、報告はいただいております。  

 以上です。  

○委員長(加藤正恭君)  はい。それから、別な質問になりますがね、１３年度の決算報告書を

見ますとね、１３年度ですよ。総合的学習時間事業費の予算の消化率がね、６３ .６％と低い実

績となっているという指摘があるのですけれどもね。 

 これはどういうことなのか、僕もよく分からないのだけれども。しからば、１４年度はどの

くらいになっているのかなと思ったりしているのですがね。  

 総合的学習時間事業費っていうのはどういう意味なのか、僕もよく分からないのだけれども。

これはどうですか。 

 はい、清川主幹。 

○主幹(清川昌広君)  本来ですと、各教科の中で、予算執行されていくものでありますが、総

合的な学習時間が新設されまして、私どもの方ではそれに対する費用をですね、できるだけこ

う、明確にしていこうというようなことから、予算科目を新設したわけであります。これは１

３年度から実施いたしまして、１４年度、１５年度と実施してきておりますけれども。 

 そういう途中のですね、経過を見ていこうということで、予算を改めて付けております。 

 具体的には他の教科と同じでありまして、消耗品、それからバスの借上げですね。そういう

ようなものが主であります。その他には、総合的な学習をしていくに当たりまして、講師の謝

礼を出すということから、報償費なんかも用意してございます。 

 今、予算執行の率のことでありましたけれども、ご指摘のとおり、予算消化率が非常に少な

かったということで、私どもの方で過大な予算を組んでいたのかなと。ただ、当初学校と話を

している中では、こういうようなことをやっていきたいということがありましたものですから、

私どもの方でも予算を計上したところでありますけれども、実質こうやっていきますと、予定

している部分がなかなか金のかからないような形で事業が進められているというような。  

 予算の消化率につきましては、そんなようなことであります。 

○委員長(加藤正恭君)  １４年度はどのくらいになっているのですか。 

○主幹(清川昌広君)  これもですね、ご指摘されておりますけれども、やはり依然として低い

状態で、私どもの方でできるだけ学校のですね、運営をしやすくするために、予算を持ってい

まして、中には流用をしてですね、予算を組換えしてやっていくようなことも考えております

けれども、実際のところ、やはりちょっと過大な予算を組んでいるかなというような、結果か

らいくとそういうようなことがちょっと見えております。 

○委員長(加藤正恭君)  逆に言うとね、予算を付け過ぎたのか。逆にね、予算を多く付け過ぎ

たのか、それとも事業が消化できなかったのかと言ったら、どっちになるのですか。  
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○主幹(清川昌広君)  そうですね、やはりちょっと予算を多く付けている部分があると思いま

すし、もう一つは学校で予定している部分で、私どもの方で、特にバスのことでありますけれ

ども、バスの借上げにつきましてはスクールバスを、予算は付けましたけれども、執行段階で

はスクールバスを大いに活用しようということで、予算を使わない形で事業を実施しておりま

して、その結果、予算が浮いてくるというようなことになってございます。 

○委員長(加藤正恭君)  それからね、もう一つ次の質問はね、備品購入費ね。決算でいくと中

学校が４７０千円ぐらい残っていると。それからこれは、小学校が８３０千円くらいこう、什

器備品購入費として、不要額として残っているのだよね。 

 これは、ちょっと金額的にね、４,０００千円のうちですから、１割。小学校では２割。２０％。

ね。それから、中学校では１０％ぐらいのね、予算に対してですよ。不要額が残っているとい

うのは。 

 これはやっぱり、備品購入というのはきちっとこう、計画的にこう要求によってこう、計上

しているのだろうと思うのですけれども、随分こう、不要額が多いような感じがするのだけれ

ども。多ければ途中で補正すればいいわけですけれどもね。その辺りはどうなっていますか。

お願いします。 

 はい、清川主幹。 

○主幹(清川昌広君)  はい。今の１番最後の部分の補正による対応をしてはどうかということ

でありますけれども、確かに補正の対応をしなかった結果がこのようになってございますが、

私どもの方で、予算経常の段階では、やはり各学校の予算要求を取っておりますけれども、実

質こう執行段階で、さらにそれを精査していくというようなことを実施いたしておりますが、

執行段階でかなり厳しいものをやっておりまして、その結果予算執行をですね、予算の額より

も少ない額で執行しているというような形になってございます。 

○委員長(加藤正恭君)  いや、今財政難の時にね、ね。大変あれなのだけどね、やっぱり予算

は、こういう不要額というのをね、あまりにもだよ。もう、できるというのは、潤沢な教育費

を少したたきすぎているのかなと思ったり。変な目で見ればだよ。  

 そんな感じを受けたものだから、そういうことのないようにしてもらいたいなと思っている

のですけどね。はい。  

 他に、どなたか。ご質問があれば。 

はい、吉田委員、どうぞ。 

○委員(吉田正利君)  吉田です。昨今問題になっております、学校、児童生徒に対する安全、

身の安全の問題なのでございますが、白老町としてこれらの対策現状、各小中学校・保育所に

対しまして、どのような対策を講じておられるのか、現況を一つお聞かせ願いたいと思います。  

 それからもう一つは、緊急事態の発生の問題なのですが、その、もし発生した時点で、学校

当局がどのような対応をするのか、改質的な安全基準とか対処の方法について、設定されてお

られるかどうか。この１点について質問したいと思います。  
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○委員長(加藤正恭君)  はい、安藤主幹。  

○主幹(安藤尚志君)  子供たちの安全という部分でのお話でございました。  

 町内的には、幸いなことに報道等されておりますように、登下校の子供たちが例えば危害を

加えられるだとか、あるいは学校に不審者が侵入してくるといった事例は現在発生しておりま

せん。 

 ただ、状況としては、白老で起きても不思議ではないという状況にございますので、校長会・

教頭会を通しまして、各学校の危機管理意識、これは特に管理職もそうでございますが、日々

子供たちのお世話をしている担任の先生方にも、そういった意識をですね、調整していただく

というような取り組みを行っております。 

 それからまた、町内的に、例えば昨年辺りが多かったのは、不審者。登下校の時にこう、何

か子供の後を着いてくるといったですね。そういったケースが昨年は２、３件ございました。

これらについても、該当校からすぐ教育委員会の連絡。それからまた、各小中学校への連絡。

それから後、派出所への連絡。そういったものも、規模的に非常にコンパクトでございますの

で、速やかに行ってはできるということでございます。  

 また、これは多分社会教育の方だと思いますが、町内的には「避難の家」ということで、地

域の方々にもそういった不審者を出さない、不審者を監視するというとちょっと大げさになり

ますけれども、地域で子供たちの安全を守っていくのだというような取り組みをしているとこ

ろでございます。  

 以上でございます。  

○委員長(加藤正恭君)  よろしいですか。はい。  

 はい、どうぞ。土屋委員、どうぞ。 

○委員(土屋かづよ君)  土屋です。先ほど、町内における不登校、それから引きこもりの生徒

さんがいらっしゃるということで、お話を聞いたのですけれども、逆に、教職員の方が全国的

な傾向で、職場に出られないという傾向がすごくこの頃増えていますね。  

 そういうことに関して、町としてはやっぱり、そういうことが生じたための対応策というの

が、取られていらっしゃるのでしょうか。 

○委員長(加藤正恭君)  はい、安藤主幹。  

○主幹(安藤尚志君)  教職員の、いわゆるその精神的な部分の疾患というのは、最近特に全国

的に多くございまして、町内的には現在１名の者が休職しております。  

 それから後また、休職が終わって、学校へ復帰してきた者も数名ございます。 

 基本的にその、教職員のヘルスメンタルということにつきましてはですね、どちらかという

と学校現場、とりわけその学校長や教頭との関わりが、大変大きいかなというようなふうに理

解してございます。 

 ただ、そうは言いつつも、今いろいろな学校教育にはさまざまな課題がございまして、先生

方自身がですね、本当にこう、心身ゆったりというような、なかなか状況にはないわけでござ
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いまして、職場としてそういう先生方の仕事を少しでもこう、サポートしていく。あるいはこ

う、チーム組織としてですね、そういう先生方を支えていくといった取り組みが、とりあえず

は現実的な取り組みなのかなというふうに考えております。  

 以上です。  

○委員長(加藤正恭君)  よろしいですか。はい。  

 それからね、僕、資料として請求しなかったのだけれど、教員住宅の、先生方の住宅の問題

でね、お聞きしたいのだけれど、中には町内と町外とおられますね。通勤。それの割合ね、知

りたいのですよ。  

 それと、教員住宅の老朽化の問題なのだけれども、それはどの程度なのかね。その辺り。 

 空部屋みたくなっているのか、空部屋と言ったらおかしいけれども。空いているのかどうか。  

 はい、田渕係長。 

○施設係長(田渕正一君) 田渕です。町内外の割合についてはですね、今ちょっと資料がない

ですからあれですけれども、現在ですね、現在６９戸こういう建物がありまして、そのうち５

９戸入居ということで、１０戸ですね、空きになっています。  

○委員長(加藤正恭君)  １０戸は空きだ。  

○施設係長(田渕正一君) はい。空きの状況につきましては、社台の旧公民館横の住宅だとか、

あと森野３戸。はい。あと竹浦中学校のところにも、グランドの山側の方に２つ空いています。  

竹浦全部で３つですね。竹中。で、虎杖小の裏の方１戸と、萩小。  

○委員長(加藤正恭君)  虎杖はいくつですか。  

○施設係長(田渕正一君) １戸です。はい。で、萩小が１戸と。  

○委員長(加藤正恭君)  これは全然、入るような家じゃないのですね、１０戸は。住めるよう

な家じゃないのでしょう。 

○施設係長(田渕正一君) そうですね、あまりこう、いろいろこう空いていますから入ってく

ださいという文書は流すのですけど、人気がないというか。やっぱり老朽化もしています。 

○委員長(加藤正恭君)  誰も入らないの。  

○施設係長(田渕正一君) そうですね。  

○委員長(加藤正恭君)  まぁ、こういう質問はね、毎回僕もやるのだけれど、できるだけ効果

にね、先生方が住んでいただきたいと。  

 だけど、持ち家制度という制度もあるしね。転勤もあるから、登別から通っておられる方、

苫小牧から通っておられる方、いると思うので、少なくとも白老町に、例えば社台にいて竹浦

とかね。虎杖浜にいて竹浦というのならまだいいのだけれども、苫小牧とか登別から通ってお

られる方が結構おられるのでしょう。 

 そういう方々とは今度、父兄との関係もね、どっちかといったら希薄になる。ということは、

そこの町内に住めば、町民と、町内会活動でまた一緒にこう、人間関係ができてくるのだけれ

ども。 
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 よその方におられたら、もうまるっきり。それはないわけですよね。そういう関係をずっと

深めてもらうことが、１人でも２人でも不良な子供たちができないようなね、環境づくりにな

るのじゃないのかなと思っているのですけれどもね。 

 その辺りについての考え方は、どのようにお持ちになっておられるか。これは持ち家制度が

あるから、そう簡単なものじゃないとは思うのですけれども。いかがでございましょう。  

 はい、目時課長。 

○学校教育課長(目時広行君) これはなかなか難しいのですよね。 

 今１０戸ほど空いているのは、やはり建物が古くてですね、お風呂があることはあるのです

けれども、小さいとかですね、そういった問題があってですね、入っていただけないという。  

 それと、私１１年ほど前に教育委員会にいた時とはやっぱり、大分変わってきたのですね。  

 やっぱり、昔はある程度我慢して入っていだいたということがあるのですけれども、やっぱ

り白老にその、民間のアパートが不足しているという部分もですね、影響して、苫小牧とか登

別から通っていらっしゃる先生もある程度。数はちょっと今分かりませんけれども、いるやに

聞いております。  

 やはり、若い先生方はなるべく環境のいい住宅というか、新しい住宅に住みたいという部分

は１０年前から考えると、相当その部分で変わってきたのかなという感じはしております。は

い。 

○委員長(加藤正恭君)  これも予想なのだけれど、５９戸は現在教員住宅で先生方が入ってい

るのだけど、それで足らないのですか。十分足りているのか。足りなくて民間のね、アパート

に入っているとか、そういう状態があるのかどうかね。  

 もちろん持ち家の方は別です、これはね。登別とか苫小牧から通っている方は別ですけれど

も、ここに住みたいのだけれど、家がないから、教員住宅が空いていないし、１０戸あるけど

これはもう全然入るような家じゃないからというので、困っているような状態。それはどうい

うふうに認識していますか。  

 今、分からなければ後でも結構です。  

はい、田渕係長。  

○施設係長(田渕正一君) その状況についてはですね、アンケートだとか、とらなければちょ

っと分からないかなと思っています。 

○委員長(加藤正恭君)  あ、そう。抑えていないということ。  

○施設係長(田渕正一君) ただですね、人事異動なんかがありまして、そういう時にはですね、

入りたいという人がですね、おりますけど、例えばこういう所が空いていますよということを

伝えましたら、いや実際見ていったら、いや私はここはちょっと諦めますという人は何人かは

おります。はい。  

○委員長(加藤正恭君)   はい、目時課長。 

○学校教育課長(目時広行君) 独身の方ですね、は割とこう、白老に住んでいただくケースが
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あると思うのです。ご夫婦で、奥さんが先生とかですね、職を持っている方の場合ですね、特

に奥さんも先生という場合は、奥さんが苫小牧の場合とか、登別の場合というケースがあった

ときにですね、必ずしも白老に住めるっていう、そういうことにならない場合があるのですね。  

 まぁ、中間をとって白老というケースもあるかもしれませんけれども、登別市の方が中間に

位置するとか、そういった事情で白老に住めないっていうことも考えられると思います。  

○委員長(加藤正恭君)  はい、分かりました。他に。  

 はい、議長、どうぞ。  

○議長(堀部登志雄君)  今日配布された資料の中でですね、ちょっとどういう意味か教えてほ

しいのですが、１０ページのですね、白老町立白老中学校の学校の概要という所に、７番目に

あるのですけれども、この欠損家庭うんぬんとこう、１年生から３年生まで書いていますよね。

人数と在籍。  

 これは前段の(６)から受け継いでのこの、欠損家庭というのですか。この欠損家庭というの

はどういう状態を指すのか。この辺のご説明をお願いしたいと思います。  

○委員長(加藤正恭君)  はい、安藤主幹。  

○主幹(安藤尚志君)  この、欠損家庭ということの説明でよろしゅうございますか。 

○議長(堀部登志雄君)  はい。 

○主幹(安藤尚志君)  要するに、両親のうちですね、保護者のうち、どちらか１人ということ

でございます。 

○委員長(加藤正恭君)  １人欠けている家。 

 はい、議長、どうぞ。  

○議長(堀部登志雄君)  そうであればですね、この、何かこの、どっちか欠けているっていう

ことに対して、この欠損という言葉自体ちょっとこう、僕はこう、疑問を感じるのですけどね。  

 やはり、ちょっとこれ何か、差別まではいかないとは思うのですけども、そんなような感じ

を受けるのですけれども。 

○委員長(加藤正恭君)  公的に使われているのですか。欠損家庭。聞いたことないな。  

○議長(堀部登志雄君)  そんなことも含めて、表現をちょっと変えた方がいいような気がする

のですけれども、どうでしょう。  

 これによってね、何かその特別この問題が、こういう人には確立が高いよとか何とかという、

例えばとられかねない部分が、無きにしも非ずと思うのですよね。昔からのいろいろな過去の

あれから言ってね。 

 その辺でちょっと。  

○委員長(加藤正恭君)  はい、安藤主幹、どうぞ。 

○主幹(安藤尚志君)  特にですね、学校関係者においてはですね、よくこういう言葉を長い間

使っていました。はい。  

 基本的に、これも確かに時代の流れだと思うのですよね。基本的に、私が教員をやっていた
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頃というのは、なりたての頃はもう２０年ぐらい前ですけれども、その頃は本当にこう、いろ

いろな事情があって親御さんが１人しかいないという場合は、本当にまれな状況でございまし

たけれども、現在はまたいろいろな意味で家庭が大変な時代でございますので、用語として適

切か不適切かということについては、これはあくまでも、内部資料という言い方はおかしいの

ですが、親御さんには一切こういう用語は使いません。  

 学校関係者とか、の中でいろいろな打ち合わせをする時、資料の一つとして使っている用語

でございます。 

 ですから、ちょっとこれからこの辺りの用語についてもですね、学校の方と十分吟味してい

きたいなと思っておりますが、保護者が直接こういう用語を目にするとか、保護者の文書には

こういう用語は一切使っていないということは事実でございます。  

○委員長(加藤正恭君)  でも、日常会話で欠損家庭なんていう話が出るかもしれないよ。ね。 

 はい、議長、どうぞ。  

○議長(堀部登志雄君)  今、今後検討されるということでいいのですけれどもね、これは自分

のことを言ってあれなのですけれども、私も経験上ね、当時はもう４０年も前くらいの時代で

すとね、やはり就職にも影響する場合があったのですよね。どちらかの職業によっては、片親

のところはこういう仕事は申し込んでもだめですよというような条件みたいのがあった時代も

あるのですよ。 

 そういうことから考えるとね、やはりそれを、やっぱりこういう形でと言うかね、やっぱり

そういう話を出すということは非常に、何かね、父兄によってはやっぱりいろいろな年配の、

その時代の方もおられますしね、そういう具合に誤解されてとられるものもあるから、やっぱ

り十分これは吟味して表現した方がよろしいかと思います。  

 これは、参考までに。  

○委員長(加藤正恭君)  時間が参ったのですが、どうですか。他にどうしてもという方、おら

れますか。  

 なければこの辺で閉じたいと思いますが、よろしゅうございますか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(加藤正恭君)  それでは、どうもありがとうございます。学校教育課の審議を終わら

せていただきます。 

 休憩いたします。 

休憩 午後 ３時０３分  

 

再開 午後 ３時１１分  

○委員長(加藤正恭君)  休憩を閉じて、決算審査特別委員会を続行いたします。審査の最後に

なりますが、これから１時間ほど、教育委員会の社会教育課でございます。 

 社会教育課の皆さん、お忙しいところおいでいただきまして、誠にありがとうございます。  
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 課長さんにはご案内だと思うのですが、うちの事務局長の方から、例年でしたら決算につい

てですね、内容の説明を１０分くらいしていただいたのですが、今回からはそれをカットしま

して、ここだけは重点的にちょっと説明しておきたいという部分がありましたら、ご説明いた

だきたいと思うし、なければすぐ各委員さんからの質問で、議事を進めていきたいと。このよ

うに考えております。  

 そういう進め方をしておりますので、もしありましたらお話をしていただいて結構だと思い

ますが、いかがでございましょう。  

 はい、渡辺課長、どうぞ。  

○社会教育課長(渡辺裕美君) 説明をさせていただきます。 

 平成１４年度につきましては、学校週５日制の完全実施がスタートした年になっております。 

 社会教育といたしましては、この地域で週末、それから長期休業期間に子供たちが活動する

機会をもう少し増やしていきたいというふうに考えておりまして、そこの点から、青少年の地

域における活動、家庭教育、青少年教育地域活動支援事業というのをスタートさせました。 

 地域で活動する子供たちを支援するための団体。町内会ですとか、ＰＴＡ活動ですとか。そ

ういうようなところへの補助金をという形で、新補助という形での事業をスタートさせました。 

 それともう一つ、やはり週末の子供たちの活動を充実させたいという考え方から、「げんキッ

ズ探偵団」というふるさと再発見を子供たちに体験していただきたいという事業をスタートさ

せております。 

 学校５日制に関しては、以上でございます。簡単ですが。  

○委員長(加藤正恭君)  はい、ありがとうございました。  

 それでは、各委員さんからご質問を受けたいと思います。ある方は、どうぞ。 

 ページ数はご案内のとおり、７８ページですね。民生費、８１ページまで。それから教育費

の１７２ページから１７８ページ。それと、あと図書館の方１７９ページ、１８４ページ。そ

れから１８５ページから１９３ページですか。そういう、多義に渡っておりますので。 

 民生費の方の中でのあれはありますかな、何か。社会教育課。 

 はい、吉田委員、どうぞ。  

○委員(吉田正利君)  吉田でございます。児童館活動で、ちょっとお伺いいたします。  

 具体的な課外活動の内容を、各児童館別にこのように記載されておりますけれども、この行

事に対する、子供さん方に対する知らせる方法というのは、例えば学校でＰＲしているのでし

ょうか。それとも、何ら他の方法で地域の児童の皆さんに、生徒の皆さんに知らせるようなこ

とでしょうか。今の現況をちょっと教えていただきたいと思います。 

○委員長(加藤正恭君)  はい、日野戸係長、どうぞ。  

○社会教育係長(日野戸謙一君)  はい、日野戸です。じゃ、お答えします。 

 まず、その周知の方法ということでございますけども、毎月ですね、図書館だよりというの

を、まず発行しております。その図書館だよりをですね、・・・。すいません、児童館。申し訳
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ございませんです。 

 児童館だよりを発行しております。で、児童館だよりは、その案件によってはですね、学校

に案内をするものもございますけれども、ほとんど常時こう、やれるものについては、児童館

に児童館だよりを備えて、そして各子供たちが持っていくというような状況をやっております。 

 もう一つは、特に美園児童館でございますけれども、美園児童館はその児童館の地域、公営

住宅がございます。そこの町内会を通して、周知していると。こういうような状況でございま

す。 

○委員長(加藤正恭君)  吉田委員、よろしいですか。はい。 

○委員(吉田正利君)  はい、承知しました。 

○委員長(加藤正恭君)  他に、どうぞ。 

 なければ私ね、ちょっと萩の里センターハウス。これは、この事業は載っております。明細

がね。何日と何人とかって。  

 それで、これ以外にですね、あそこに管理人というのを置いていますね。１７５ページから

なのですけれど。それの状況がどういう状況か、まず伺いたいと思います。 

 はい、渡辺課長。 

○社会教育課長(渡辺裕美君) それでは、萩の里の利用状況について、説明をさせていただき

ます。 

 ここに掲載されています、主催の事業につきましては、萩の里自然公園管理運営協議会とい

う会が主催する事業です。 

 それ以外に、大きなものであれば、ＪＲのウォーキング。ちょうど萩野にＪＲを止めまして、

萩の里の公園をウォーキングして、体験していただくという、そういう大体参加者が３００名

ほど、ここを利用されて、ウォーキングをしています。  

 それから、特に萩野小学校になりますが、あそこの総合的学習という考え方で、あそこの公

園を使いまして、いろいろなこう、自分たちでブランコを作って遊んだり、それからちょっと

自然的な畑なんかを作って、そこで栽培をしたり。もちろん、その他に落ち葉を拾ったり、そ

ういうような自然物での学習活動なんかもしております。 

 あと、各団体になりますが、自然を散策するようなグループが、あそこのところを使って歌

なんかを詠みたいと。そういうようなときにはあそこの所を散策しながら、自分たちで歌を作

って、作品にしていくとか。そういうような活動もしております。  

 １４年度の年間を通して、これは萩の里のセンターハウスの管理人さんが把握する数字なの

ですが、している数字です。来園者数が一応１１，３０５人。これは、管理人さんが確認して

いる数字です。ですので、それ以外にあその公園は、いろいろな所から出入りができるように

なっているのですよね。で、センターハウスの前を通らないでも、下へぬけられるようになっ

ておりますので、そういう意味では、数はもっと多いというふうには把握しております。  

 その中で、あそこのセンターハウスを利用されている方が、７，８２３人です。  
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 ここは、１１月までは毎日管理人がおります。冬季間につきましては、利用者がちょっと少

なくなるということがありまして、１２月から３月までは週４回の管理人を置く形になってお

ります。 

 ただし、トイレ等はどうしてもあそこの方を通られる方にとっては必要なものですので、そ

このトイレの所の鍵だけは開けて、利用していただけるような形をとっております。  

○委員長(加藤正恭君)  はい、分かりました。  

 はい、他にどなたかありませんか。 

 はい、鈴木委員、どうぞ。  

○委員(鈴木宏征君)  ページ数は１８８なのですが、高齢者大学のことでちょっとお聞きした

いのですけれども。 

 旧定時制高校を利用して、活発に活動されているということはよく、私の母親も行っており

ますので知っているのですが、かなり老朽化されておりまして、あの木造ですので、かなり使

用にこう、いつまで使用できるのかなというようなことがちょっと心配なのですが。  

 担当課としてですね、今後のその利用の方法としてと言うのか、利用施設として、いろいろ

なことを考えていると思うのですが、一つは何か空教室だとか、そういうことも考えているの

かどうかということをですね、ちょっとお聞きしたいと思うのですが。  

 今のところは全く考えていないというのなら、それはそれでいいのですが。  

○委員長(加藤正恭君)  はい、渡辺課長。  

○社会教育課長(渡辺裕美君) 高齢者学習センターにつきましては、確かに老朽化をしており

ます。学生さんにとっては、昔自分たちが学んだ、その雰囲気がいいというご意見もあります

が、いろいろな個所に不具合が生じておるのも事実です。 

 今、鈴木委員がお話のように、これから他のところを検討していくというときに、何点かあ

るのですが、今、適正配置の関係が今進んできております。最終決定ではないのですが、そう

いうような形で、学校が空くというときには、やはり高齢者学習センターを一番に手を挙げて

いきたいというふうには思ってはおります。  

以上です。  

○委員長(加藤正恭君)  いいですか。  

○委員(鈴木宏征君)  はい。 

○委員長(加藤正恭君)  はい。私からね、この高齢者大学のことでね、１８８ページ。毎年卒

業式とか入学式なんかのご案内をいただいて、非常に生徒さんが増えていますね。増えている

ことは大変結構なのだけれども、生徒さんの中にはですね、いろいろ人生経験を踏まえてね、

先生よりもね、先生と言ったらおかしい、講師よりもね、シンクタンクっていうのかな。そう

いう面では、上の人が結構、上の人という言葉は変だけれども、経験豊富な方々が非常に潜在

しておられると私は見ているのですが。  

 そういう方々のね、活用と言いますか、シンクタンクを再利用という言葉は変ですよ。です
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けれども、そういうことをすべきだと思うのだけれども、実際にそういうことを行っておられ

るのかどうか。その辺りどうですか。 

 はい、渡辺課長。 

○社会教育課長(渡辺裕美君) 一応大学は４年制になっておりますので、それを卒業された方

は、研究生という形で残っていきます。  

 ですので、研究生は何年でもそこに在学できるものですから、９年生ですとか１０年生とい

う方がいらっしゃいます。そういう方の中で、特にこれはクラブ活動の中で、技術的に優れて

いらっしゃる方につきましては、あえて別から講師を呼ばないで、その方々が講師となってク

ラブ活動の指導をしていただいているという、そういう形をとっているクラブが、必修・選択

それぞれにございます。  

 そういう形で、できるだけこう皆さんにご指導する中で、もちろんご自分もこう高めていた

だくという意味合いを込めて、お願いをしております。  

○委員長(加藤正恭君)  そうですか。  

 それからね、図書館の問題で聞きたいのですが、ここに回転率というのが載っているのだけ

ど、数字が載っていないのですよね。１８０ページ。貸出冊数割る蔵書冊数。まぁ、私の計算

で１.５４回と計算機入れてみたのだけど、これでいいのかな。５１，０３１分の７８，７５２

で。 

 はい、どうぞ。寺田主幹。  

○主幹(寺田正行君)  大変申し訳ありません。ちょっと空欄になっておりまして、数字は１．

５４です。  

○委員長(加藤正恭君)  それで、この１．５４という回転率が、その上にあります貸し出し、

町民当たりのね、１人当たり３.６冊というのがありますが、これは全道的な見地から調べられ

ているかどうかは別にして、もし分かったらどの程度の位置に白老町があるのか。それを伺い

たいと思います。  

○委員長(加藤正恭君)   はい、寺田主幹。  

○主幹(寺田正行君)  この町民１人当たり３.６冊というのは、全道的に見ますと、中間に位置

するくらいです。現在１６０若干、館ほどあるのですが、その中でも中間というぐらいです。  

○委員長(加藤正恭君)  それから、その回転率というのはどうですか。調べたことはあります

か。 

○主幹(寺田正行君)  回転率につきましてもですね、真中よりやや上という位置に付けている

と思います。  

○委員長(加藤正恭君)  はい。それからですね、次のページの１８２ページですね。分類別蔵

書増加数調べ。この中でね、除籍図書と。それから補正冊数と、２つあるのですがね、これは

どういう意味なのかご説明願いたいと思うのですが。 

 はい、寺田主幹。 
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○主幹(寺田正行君)  この除籍の方につきましては、本の汚れとか破損関係ですね。それとか

内容がもう古くなったもの。  

○委員長(加藤正恭君)  廃棄処分ですか。  

○主幹(寺田正行君)  ええ。廃棄処分をする、一応図書ということでございます。はい。 

○委員長(加藤正恭君)  それから、補正冊数は。  

○主幹(寺田正行君)  補正冊数につきましては、これ実は１３年度・１４年度で、コンピュー

ターを使った図書館システムを整備いたしまして、その段階でデーターベースを、蔵書のデー

ターベースを作成しております。  

 その段階で、現有の蔵書につきまして、登録していった中でですね、過去中央公民館にあっ

た図書室からずっと、もう２０年近くですね、経過している中での除籍漏れとかですね、後は

不明本も中にはあるのですが、そういったものを整理していくうえで、最終的には現在あるデ

ーターベースを蔵書の原簿にしようということで。  

○委員長(加藤正恭君)  それなるほど。行方不明ですな。  

○主幹(寺田正行君)  ええ。調整のうえでですね、ここに欄を設けて数字を載せたということ

でございます。 

○委員長(加藤正恭君)  結構あるのですね。１，８００冊、ね。  

 そうですか。そういう意味なのですね。はい、わかりました。 

 他に、どなたか。ありますか。  

 それで、私がね、今もう一つ聞きたいのは、仙台陣屋の件ですけれども、仙台陣屋について

は非常に高く評価されて、喜ばしいことだなと。私も大変喜んでおりますし、あれなのですが。  

 ただ、入館者数がですね、有料ですけれどもね。入館者数が前年に対して、ちょっと減って

いるのですよね。２００人程度ですから、横ばいなのでしょうけれども。  

 現在、１５年度ですけれども、どんなような経緯をしているのかを、１点聞きたいというこ

とと、もう少し陣屋という所は非常に分かりづらい場所にあることも事実ですね。ですから、

あちこちに看板は出ているのだけれど、ポロトには来るけれども仙台陣屋には寄らないと。 

 仙台陣屋に行くのは大儀で、また行っちゃうというようなことでね、何か、立派な資料のあ

る仙台陣屋ですから、ぜひ寄ってもらいたいと思うのだけれども、具体的にですね、どういう

ような方策を考えておられるのか。それが２点目。  

 もう一つは、陣屋跡地。何年か前までは毎年こう、計画的に整備してきたのだけれども、今

の所、跡地としてのあれは全然工事的なものは何もしていないのですが、あれでもう終わりな

のですか。仙台陣屋としては。今後何かすることがあるのかどうかね。その点について、伺い

たいと思います。  

 はい、武永学芸員、どうぞ。 

○学芸員(武永 真君)  いつもお世話になっております。ありがとうございます。武永です。

説明させていただきます。 
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 入館者の実績でございますが、残念ながら、細かな数字については今日お持ちしておりませ

ん。ただし、昨年よりは確か１２月末の段階で、２００人ぐらいはプラスになっておりました。

はい。 

 おかげ様で今年は、８月の夏休みに宮城県の塩釜神社博物館より、たくさんの貴重な資料を

お借りしまして、社台遺跡保存会、仙台陣屋遺跡保存会、仙台陣屋友の会とともに、大きなイ

ベントができたものですから、そのおかげだと思っております。 

 それと、ＰＲということですが、インターネットを使いましたり、あるいはこちらにありま

す仙台陣屋かわら版。これは毎月１日に出しているのですが、こういうものを印刷しまして、

各公共施設ですとか、あとは駅の中にありますフレンズですね。あちらに置かせていただいた

り、そういう努力をしているところです。 

 また、加えてこういう資料館の官報というものも、内容を充実させたりして、作っていると

ころですが、それが入館者に直結しないというようなところで、非常にジレンマには陥ってい

るのですけれども。 

なお、多くのボランティアの方々、保存会の方々にいろいろ協力いただきながら少しづつ、

今年２０周年ですので、輪を広げ、入館者を増していきたいものだなと、常々思っているとこ

ろです。 

できれば、１０，０００人ぐらいはほしいところですが、ただ、資料館には入らなくても、

陣屋を使っていただくというのは、過去に調べた経緯がありますが、大体３人に１人ぐらいは

資料館に入っていただけるというようなことですので、大体、現在７，０００人ぐらいの入館

者ですので、２０，０００人ぐらいは年間で使っていただいているのかなというふうに思って

いるところです。  

それと、跡地の整備についてですが、仙台陣屋の環境整備事業は、昭和４４年から平成７年

まで、２７年間に渡りまして約３億円のお金をかけて、行われてきたところです。そういうこ

とで、一応平成７年に第１次の遺跡整備は終わったのですけれども、それで終わりかというの

ではなくて、第２次も一応３カ年。３カ年で５，０００万円の計画で考えており、また文化庁

とも協議をして、すでに終わっているところです。  

ただし、５，０００万円のお金のうち、町の負担金が１，５００万円ということで、この１，

５００万円がなかなか出してもらえません。３カ年で。それで、一応文化庁・道教委とも話し

ているのですが、今まで２回やりますよと言いながらこう、下げてきたというような経緯があ

ります。 

○委員長(加藤正恭君)  ５，０００万円文化庁は出すよと。そのかわり町も１，５００万円だ

さなきゃだめよと。 

○学芸員(武永 真君)  そうなのです。 

○委員長(加藤正恭君)  １，５００万円出さないから、５，０００万円もパーになっているわ

けですね。  
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○学芸員(武永 真君)  そうなのです。総額で５，０００万円なのですけれども。そのうちの

１，５００万円が、町がどうしても出せないのです。はい。  

○委員長(加藤正恭君)  その中身はどういうことなのですか。  

○学芸員(武永 真君)  主な整備の内容ですが、今のところ門が２つ立っておりますが、あと

２基増やす予定です。いわゆる門によって、閉ざされた空間というのを作りたいと。お城です

ので、今だったらどこからでも入れるような状況です。  

 ですので、それが１つですし、あと過去２７年間で結構その時点で分からなかったことがあ

り、整備も間違って整備をしている所があります。例えば土塁が短すぎるですとか、土塁の高

さが全然違うですとか、そういう所がありますので、その後の研究・調査等で、そこら辺が分

かっておりますので、より昔に近づけた正しい整備をしたいと思っております。 

 あと、結構議員さんの中には、資料館・陣屋等歩かれた方も多々いらっしゃると思いますが、

結構道路が変になってきたり、土塁が崩れていたりという所があります。そういう所もこの整

備の中で若干直せるものですから、そんなことで、今年度資料館２０周年。来年・再来年は陣

屋が置かれて１５０年という節目の年になりますので、どうにか近いうちに第２次の整備計画

をスタートさせ、陣屋を正しい形で後世に残すとともに、それが陣屋と資料館の利用につなが

るんじゃないかと思いまして。そこら辺はしっかり国と町の理事者にも呼びかけ、協力をいた

だきたいと思っております。  

○委員長(加藤正恭君)  どうだい、１，５００万円、決算審査の意見として出して、３，５０

０万円くっつけてだよ、５，０００万円の事業を起こせるような。ま、それは後の話だけれど

も、何かそんな方法、方策をしなきゃ。５，０００万円のうち１，５００万円持つというのは

結構持つんだな。それは後の話にしたいと思います。 

 分かりました。はい。他にどなたか。  

 はい、土屋委員、どうぞ。  

○委員(土屋かづよ君)  土屋です。１７４ページの(８)になります。放課後児童対策支援事業

というのがありますが、これは恐らく虎杖浜で行われている事業だと思うのですけれども、ち

ょっとこの内容を詳しくお知らせいただきたいのですが。 

 どの程度の人員で、どのような内容で行われているのか。ちょっとお聞きしたいと思います。  

○委員長(加藤正恭君)  はい、日野戸係長。 

○社会教育係長(日野戸謙一君)  日野戸です。まず、放課後児童対策事業の内容でございます

けれども、まずこの記載の金額ですとね、この内容につきましては、行政のやっている放課後

児童。これ、鉄南。これは白老小学校の余裕教室を使ってやっています。それから、鉄北。緑

丘小学校。その空教室と。それから萩野の小学校の空教室。それと、竹浦のあのコミセン。こ

こを使っております。で、合計４カ所です。  

 ここの賃金だとか、あと役務費と。こういったところまでにつきましてはですね、この行政

に係る部分の児童クラブに係る経費というふうに押さえていただければよろしいと思います。  
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 そして、虎杖浜の児童センター浜っ子の家。こちらの方にはですね、補助金として支出して

おります。で、この補助金の内容につきましては、３９３千円ということで、ここは虎杖小学

校の教員住宅。ここを使用しております。で、１人分の人件費分。それからその施設の光熱水

費等、そういう維持管理費と、こういうことで３９３千円という補助金を出してやっておりま

す。 

 で、それぞれ、行政のその４つの児童クラブにつきましては、鉄南・鉄北という地区は非常

に人数が多いものですから、大体２７人。これを定員として受け入れしております。１４年度

の実績につきましては、鉄南、白小の方では２３人と。鉄北は、緑丘小学校では２４人。それ

から萩野・竹浦地区につきましては、萩野では１９人。竹浦では１７人と。こちらはちょっと

人数が少ないものですから、２０人を定員にしているというような状況でございます。 

 なお、それぞれの空教室のスペースが大体６０㎡くらいなのです。ですから、約３０人とい

う計算をしたら、１人頭のスペースとすれば約２㎡くらいと。非常に狭いような状況でござい

ますが、そういうことであまり過密にしても、非常に子供たちにストレスがたまるというよう

なことでの定員を設けてやっているというようなことが状況です。  

 それからもう一つ、この児童クラブのそれぞれの行政の方にですね、指導員としまして嘱託

の指導員各１名づつおります。それから、それを補助する臨時職員でございますけれども、各

児童クラブに２人づつということで、計８人。こういうような状況で実施しております。  

 なお、この行政でやっているこの経費につきましては、道の方から補助金をいただいており

ます。ここに書いてありますが、３，９３４千円というような状況でございます。  

 以上です。  

○委員長(加藤正恭君)  はい、土屋委員、どうぞ。 

○委員(土屋かづよ君)  今のご説明の中に、虎杖浜の子供さんの人数がなかった。 

○社会教育係長(日野戸謙一君)  人数ですね。すいません。人数につきましては、登録児童３

６人ということです。はい。  

○委員長(加藤正恭君)  よろしいですか。はい。  

 もう一人手を挙げられた。吉田さん、手を挙げられたかな。  

 はい、吉田委員、どうぞ。  

○委員(吉田正利君)  吉田です。先ほど、学校教育の方に質問すれば良かったのですが、関連

なので。 

 先ほど学校教育の１４年の指針で、実施事項の中で、小学生の副本としてアイヌ文化の教科

内容を改定したという報告がございましたけれども、今の陣屋の資料館。要するに、陣屋につ

いてのこの白老の文化。この陣屋の果たした意味というものに対する、町内の各小中学校の資

料館を利用した教育の実態というのは今どうなっているか。報告をいただきたいと思います。  

○委員長(加藤正恭君)  はい、武永学芸員。 

○学芸員(武永 真君)  お答えさせていただきます。昨年、平成１４年度、町内の各小学校の
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先生方２名づつが集まりまして、教育委員会から私が入り、小学校の副読本の改定をさせてい

ただきました。 

 うちの教育長の当初の希望もありまして、非常にその中には、歴史というような項目をかな

り、その前の改定よりも増やしております。中でも、アイヌ文化と仙台陣屋。それと、郷土が

生んだ偉人というような、トピック的なものも設けました。  

 そういうことで、それが去年の４月から、小学校３・４年生に使われております。  

 その結果、うちの資料館の方には、１２月になってからなのですが、社台小・萩小・竹小・

緑小の各小学校３年・４年生が研修にみえまして、うちの資料館で二時間ですので９０分、私

の話やらボランティアの話やら、あと鎧を着てみたり、当時の人々の生活をいろいろなレクチ

ャーしたり、意見交換してみたり、外に出かけて１本しかありません赤松をこう、みんなで囲

ってみたりというようなことをしたところです。  

 ただ、そのように、やはりアイヌ民族博物館の方にも、バスを借りて行かれているところで

す。ちょっと、博物館にどれだけ行っているかというのはつかんでおりませんけれども。  

○委員長(加藤正恭君)  はい、吉田委員、よろしゅうございますか。はい。  

 他に、どなたかどうぞ。 

 あの、課長さんね。僕、教育長に明日聞こうかなと思っている問題は、成人式の問題ね。全

国的に。まぁ、今回のうちの成人式はそういういろいろな、ごたごたはしていないから、問題

ないとしてもね。成人式をそろそろ見直す、全国的にですよ。すぐやれという意味じゃないけ

れども、見直したらどうだと。こういうような、あちらこちらからの話もあるのだけれど。 

 課長としては今のところね。課長さんが答弁する問題じゃないのかもしれないけれども、個

人的な意見でも結構ですから、考え方があればね、ご披露願えればと思うのですが。いかがで

ございますか。 

 はい、渡辺課長さん。  

○社会教育課長(渡辺裕美君) はい。成人式の問題につきましては、全国的にいろいろと報道

される部分もありまして、白老町の中でも２・３年前から、どういうふうにあるべきなのかと

いうことを、課内の中で検討してきております。  

 白老町の場合には、毎年ご参加いただけると大体分かると思うのですが、スムーズに式は挙

行されているというふうには考えております。 

 ただ、どうしても行政が主体の成人式を開催しておりますので、本当に成人される方々にと

っては、ああいうようなスタイルのものがどうなのかと。そこのところは、ずっとうちの課題

になっておりました。  

 で、前夜祭、前日の夜に前夜祭というのを開催しております。これは、白老町の青年団体連

絡協議会というところに、事業を委託する形で開催をしております。そちらの方で開催する前

夜祭にも、大体参加が５０名前後なのですが、その前夜祭も含めて成人式自体をどういうふう

に本当に、変えていったらいいのかということ。  
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 で、今年度前夜祭を主催しています青年団体連絡協議会の会員さんにも、実際に成人式にも

出席していただいて、成人式の状況を把握していただいて、来年度に向けて話し合いを進める

ことにしています。 

 できれば、行政主体ではなくて実行委員会仕立てと言いますか、そういう核になる団体があ

って、それから成人される方々を含めて、皆さんで本当にいいものはどういうものなのかとい

うのを、協議していただきたいという申し入れをしております。 

 来年度に向けては、その話し合いをして、１７年ですね。は、方向性を出して、新たな成人

式を進めていきたいというふうに考えております。  

○委員長(加藤正恭君)  分かりました。 

 他に委員さん、ありませんかな。  

 なければ、ちょっと時間が早いけれど閉じたいと思いますが、いかがでございますか。よろ

しいですか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(加藤正恭君)  はい。それでは、これで終わらせていただきます。ありがとうござい

ました。お忙しいところすいません。どうも、ありがとうございました。  

休憩 午後 ３時５１分  

 

再開 午後 ４時００分  

○委員長(加藤正恭君)  それでは休憩を閉じて、委員会を再開します。 

 個別的な審査は一応終わりました。それで、ご案内のように日程的にはですね、明日２月３

日１０時からお昼ころまで助役・教育長、できれば町長と、こう思ってはいるのですが、おい

でいただいて、課長連中と言ったら失礼ですが、課長などで答弁できないようなテーマがある

場合は、理事者に聞こうと。こういう日程を作ってあるわけでございます。 

 本来であれば、各あれに全部助役がですね、担当助役２人いるわけですから、総務畑には三

國谷助役と。それから現業畑の方は煤孫助役と。それから、教育委員会は教育長と。町長と。

そういう形で本来はびっしりおいでいただくのが筋なのでしょうが、たまたま日程的に込み合

って、今ちょうど予算の査定の時期ということで、助役さん・教育長は出席しないで、まとめ

てやろうと。こういうことで、明日の日程を組んでおります。  

 それで、必要であるのかないのか。まず、皆さんにお諮りしてですね、必要であれば明日す

るわけですが、もし、ゼロだというのであれば、明日はしなくてもいいのでしょうが、まだ未

消化の部分、不満足な部分がこの委員会の中でもあろうかと思いますので、そういうことで、

明日助役なり、町長がおられれば町長もおいでいただきますが、教育長と、理事者をおいでい

ただいて、皆さんの意見をぶつけてみたいというふう考えますが、いかがでございましょうか。  

 することには、よろしゅうございますね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長(加藤正恭君)  はい、分かりました。それでは、反対がないようですから、明日１０

時からお昼ころまで理事者においでいただいてやると。で、その質問するテーマなのですが、

それぞれ各委員さんからぼんぼんぼんぼんと、何かありますか、何かありますかという進め方

もありましょうし、聞くことをですね、まとめるのも一つの手かなと思うのですが。  

 そうすると、時間的にもロスがなくて済むし、ある程度突っ込んだ質問が出来るんじゃない

のかなという気が、私自身しているのですけれども。いかがでございましょう。どちらの方策

がいいのかどうか。皆さん方の考えをお聞きしたいのですが。どうでしょう。  

 今までのような進め方で、それぞれの委員さんからの質問を聞くという方法と、それからテ

ーマを何件かに、こことこことここはぜひという部分もあろうかと思いますが。そういうよう

な２つの種類の進め方があると思いますが。どのような方法がいいか。忌憚のない皆さんのご

意見を伺いたいと。 

 はい、吉田委員、どうぞ。  

○委員(吉田正利君)  大変恐縮なのですが、例年のこの特別委員会の運び方といたしまして、

例えば最終日に理事者の皆さんに、どのような説明をされていたか、ちょっとお聞かせいただ

きたいと思います。 

○委員長(加藤正恭君)  去年は私委員をやっていなかったから分からないのですが、局長の方

からちょっと。その辺りどのような方法だったのか。過去ですね。  

○事務局長(山崎宏一君) ですから、去年はですね、今委員長がおっしゃったように、ここへ

出席していただいて進めていますから、今回みたいな形式ではないということが、まず一つ。

はい。 

 で、今回はなぜこうなったかと言いますと、ご承知のとおり、本来１０月・１１月の日程だ

ったのですが、議会解散ということになって１月・２月に延びていると。それがたまたま、町

の方の理事者の予算査定とぶつかってしまったものですから、今委員長がおっしゃったように、

昨年みたくここへその都度出てきていただいてということになれば、今回みたいな明日という

ことにならないのですが、今回出れないと。日程も配慮したと。それで、明日出てきていただ

くということな、まずなのですね。  

 その前にはですね、その方式をとっていない場合ですね、あったのですね。  

○委員長(加藤正恭君)  必ずしも助役・町長は来ていませんでした。出席を要望していたので

すけれども、なかなかね、例えば午前中三國谷助役の方の担当をびっしりここに詰めていると

いうことは、なかなかできないのですね。 

 ですから、来たり来なかったりというようなこともあったようですし、必要によっては、助

役の考え方を聞きたいというときは来ていただいて、ここでお答えいただくと、こういうよう

な方法もとっておったのですが。今回のようなのは、今回始めてです。  

○事務局長(山崎宏一君) ですから、時間なんかもですね、ある程度こう、午前中に限ってや

ればですね、ある程度のその共通事項みたいなのがあればですね、皆さんがある程度こう、箇
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条書きでもいいからまとめておいて、例えば委員長が代表してお聞きするとかね。  

 それに付随したものをまた、委員さんから聞くとかということもあると思いますし。 

 それと今、私らの、これはやり方ですから、どちらがいいのかですね。それと、いやもうぶ

っつけ本番で個々に聞いていただきますよというのがいいのかね。その辺、やり方なのですけ

れども、どちらかというと委員長がさっきおっしゃったように、ある程度の共通事項的なもの

はまとめておいていただいて、で、時間がないのですね。本当は今日まとめて、２・３日後の

こういう機会であれば、事前にお渡ししておいても、こういうことで出ますから、一つ答弁の

方ですね。すぐできるのですが、今日の明日ですから。恐らく無理かなという気がしますので

ね。 

 ですから、その辺踏まえて、ぶっつけ本番でいいのか。それとも共通でお聞きしたいことが

あれば、ある程度の、全部じゃなくても、まとめておいた方がいいのかですね。なんとなく時

間帯を考えれば、その方がいいかなという気がしますけれどもね。  

○委員長(加藤正恭君)  その方が内容的にこう、突っ込んでね、いろいろな皆さんの表現方が

違うにしても、テーマが決まっちゃうと、それに集中してやれるような気もするものですし、

時間的なことを考えれば、効率的なことを考えれば、その方がいいような気もするのですよね。  

○事務局長(山崎宏一君) 委員長すみません、一つ。いいですか。 

○委員長(加藤正恭君)  はい、どうぞ。 

○事務局長(山崎宏一君) ちょっと、先ほどですね、煤孫助役が来ましてね、明日の日程は当

然ね、教育長・町長・助役にも話してございますが、何か急きょですね、町長の代理で１０時

から苫小牧に行かなきゃならないということになったらしいのですよ。  

 それで、明日ですね、帰ってくるのが１１時ぐらいであれば帰ってこれるのじゃないかとい

う予想らしいのです。  

○委員長(加藤正恭君)  町長はいないの。  

○事務局長(山崎宏一君) 町長の代理と言っていましたから、その辺ですね、詳しく、いるか

いないかというのも、確認、さっきの呼ばれてちょっと行って話なものですから、聞いていま

せんけれども。 

 今日４時からね、このまとめ、明日助役に質問があるかどうかという、ここで会議をします

ので、それで煤孫助役の方があるかないかによって、違ってきますので、もしあるとすれば、

後から煤孫助役にその旨をお話しますと。それによって時間帯がね、１１時から分けてやって

いただけるのがどうかということも、だと思いますけれどもね。 

 町長がいるかどうかというのは、ちょっとさっき呼ばれて行ったときのあれなものですから。

そこまで確認はしておりません。  

○委員長(加藤正恭君)  ということだそうですから、必要であれば、何か１１時頃からなら出

れるような話ですから。その辺りも含めて、皆さんのお考えを伺いたいと思いますが。 

○事務局長(山崎宏一君) それは向こうの一方的な言い方ですから、こちらでもし、１１時か
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らなら不都合だということであればまた、それはそれなりの言い方をしていかなきゃならない

のですけれども、一応承ってだけおいたということなのです。  

○委員長(加藤正恭君)  はい、吉田委員、どうぞ。 

○委員(吉田正利君)  すいません。また、初めて同じような質問なのですが、例えば理事者の

方がお見えになったときに、今回この決算事項についての質問を、主体的になって、これから

の政策的な考えについては、これはこの委員会ではあまりよくないわけでございますね。  

 例えば、決算事項に対する理事者の考え方という質問になりますとですね、これについてこ

れからどうお考えですかということは、これちょっと今。いいのですか。  

○委員長(加藤正恭君)  いや、それはね、いいんじゃないですか。今後の問題もありますから。

１４年度でこういう問題が提起されますねと。僕はですよ。僕個人的には。 

 ですから、今後のあれも予算にね、反映していただく、これから審査意見というものも皆さ

んと相談して、まとめます。明日の終わってからですね。 

 ですから、そういうことも含めてやっていただいた方がいいと思うのですよ。数字的なこと

をどうのこうのというのは、いかがなものかと思うのですけれども。そういうふうに持ってい

った方がいいんじゃないかと思う。  

 例えば、昨日もいろいろ問題になった、地元企業からできるだけ物を買ってくれと。仕入れ

てくださいと。買ってくださいというような要望も、いままで我々もしていましたし、そうい

う方向で行っていたのだけれども、いろいろあっちこち聞くと、やっぱり地元は高いものだか

ら、徐々にですね、ゼロとは言わないけれども徐々に、地元から購入するのが減ってきている

現状があるわけですね。その辺りもどのように考えているかという問題も一つのテーマになろ

うかと思うのですけれどね。  

 それから、僕がぜひ聞きたいのは、病院の問題で監査委員が厳しい意見を述べていますね。

病院のことについてね。ああいう意見が出たのは初めてなのですよ。監査委員からですよ。 

 数字的にはちゃんと、赤は赤、黒は黒と。一生懸命やっているという姿は分かるのだけれど

も、もうはっきり病院は、やっていけないよというような意味のね、結論まではしていないに

しても、そういうような努力をしてもなかなか無理だというようなことも書いてあるわけです

よ。 

 だから、それは監査委員に聞いたって、監査委員の意見なのだけれども、それに対して例え

ば町長・担当助役は監査委員からこういう意見が出ているのだけれど、これはどのように受け

止めているかとかね。  

 そういうような問題も提起した方がいいんじゃないのかなと思うのですけれどもね。どんな

ものでしょう。 

 はい、吉田委員。 

○委員(吉田正利君)  局長の見解をちょっと、今の件で。  

○事務局長(山崎宏一君) 今回ですね、一つはですね、助役・町長とも、この１４年度決算に
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たずさわっていないというのがます一つございますね。理事者として、ですね。それが一つあ

るものですから、ちょっと聞き方がですね、やはり今委員長がおっしゃったように、決算です

から、この結果を捉えて、理事者の考えを正して、それを今後どう反映させていくかというこ

とにはつながってくるのですが、今回の場合ですね、これはもう書面としてあるのですけれど

も、ただ理事者のそれじゃ、当時の判断はどうだったのだということはちょっとできないわけ

ですね。当然。理事者じゃなかったわけですから。  

 それを踏まえて、今後どうするかということなのですけれども、あまりそこまでこうずっと

突っ込んでいきますとね、予算的な部分の議論になってしまうものですから、そこまで果たし

て町側もですね、今たまたま予算時期なものですから、頭の中で整理されているのはここで答

弁するということになるのかもしれませんけれども、基本的にはやっぱり決算ですからね。終

わったことなのですけれども、それがやっぱり主になるのだろうと。 

 ただし、今言ったような状況なものですからね、今回の場合ちょっと、なかなかそこら辺が

委員会としてもやりづらい部分と言うのですかね。お尋ねするのもね、なかなかちょっと言い

方がちょっと大変かなという気はするのですね。  

 だから、いくらぶつけても今言ったように、結果とでしかないわけですよね。その辺の、だ

から質問する内容によってやっぱり、考えていかなきゃならないのじゃないでしょうか。  

○委員長(加藤正恭君)  例えばね、こういうこともあるねと。こういうことなのですよ。そう

いうテーブルに載せてもらいたいわけなのだけれどもね。 

○事務局長(山崎宏一君) でも、全部が全部これからそれじゃどうなりますかということにも

なりません。やっぱり、これ振り返って見る部分なものですからね、その辺ちょっと、今回難

しいなという気はするのですけれども。  

 だから、質問の事項によって。  

○委員長(加藤正恭君)  振り返ってみてね、そしてこういう結果だから、今後新しい理事者は

こういうことを十分頭に入れて今後進めてくれよと。こういう意味を込めて、我々は決算審査

をしていると思うのですよ。当然なの。  

 ただ、前の理事者がやったのだから私は知らないではね、困るわけですよ。これ、継続性が

ありますからね。自治体は。  

 ですから、町長が代わったからって、前の町長がやったのだから、私は別な考え方でやると

いうわけには、なかなか行かないのじゃないのかな。 

○事務局長(山崎宏一君) 私はそういう意味ではないです。 

○委員長(加藤正恭君)  いや、分かる。その意味は分かるのだけれど。表現の方法もね。難し

いと思うのだけれど。  

○事務局長(山崎宏一君) 今言ったように、担当課長でもですね、代わったってこれは継続性

がありますから、私はしませんということにはならないのですね。やっぱりこれは承知してお

かなきゃならないことですから。それと同じく、理事者も同じなのですけれども。  
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 ただ、そういう意味じゃなくて、当然継続はされていますのでね。そういう認識はされてい

ると思いますけれども、ただ、これを突っ込んでいった場合でも、なかなかそこでの委員会に

対する答弁がね、果たしてちゃんとこちらが理解というか。やった結果と、ご本人の考えとい

うのは必ずしも一緒でないかもしれませんしね。それは今後期待する部分なのでしょうけれど

も。 

だからやっぱり、項目によってちょっとこう、使い分けしていかなきゃならないかなという

気はしますけれどもね。  

○委員長(加藤正恭君)  もう一つはね、鈴木委員も言っていたように、未利用地をね、とか、

例えば具体的に言えば、日の出団地のブロックの、あれらなんかは早く壊してね、そしてあそ

こをどうのこうの早くした方がいいんじゃないのと、毎年１戸か２戸壊していったって、何年

も後にならなければ全部壊れないわけでしょう。  

 だから、一つの方法としてこういう方法もあると思うのだけれども、民間の活力を利用して

何かやってもらえないかというような考え方は、一課長ではなかなか答弁できない問題ですか

らね。 

 だから、我々が言ったからって、すぐそこで分かりましたとは言わないにしても、今後の検

討課題として進めてもらうと。こういうような問題もあろうかと思うし。  

○事務局長(山崎宏一君) 委員長、どうでしょうか。共通する部分だけですね、ちょっとそこ

へ私書きますので、休憩してでもいいですから言っていただいて、これはどこまでそれじゃ、

どういう言い方をするかということも、それによって判断できるのかなと思いますけれどもね。 

 それは突っ込んでいっても、しょうがない部分と。 

○委員長(加藤正恭君)  じゃ、質問事項をまとめるような方向でいいですか。それともばらば

らに、各委員さんがばらばらに聞く方法がいいのか。効率的には非常に非効率だと思うものだ

から、最初の方のまとめた質問をした方がいいような気がするのだけど、その辺り、皆さんの

意見はどうですか。 

○委員(土屋かづよ君)  私はまとめた方がいいと思います。 

○委員長(加藤正恭君)  まとめた方がいい。 

 鈴木委員、どうですか。 

○委員(鈴木宏征君)  僕は何か、ばらばらの方がいいような気がするのですけれども。  

○委員長(加藤正恭君)  ばらばら。そう。  

 吉田委員、どうですか。 

○委員(吉田正利君)  私はちょっと、当初に説明をしたのは、もう担当の方で聞いたものです

から、例えば内容についての筋とか、その今までのいきさつについてはもう事務方から全部受

けたので、それよりも理事者にということになっていくと、何か政策的な話ばかりになってい

くような気がするものですから。そうすると、これでなくて、明日のことにあまり理事者に質

問していきますと、何か政策的な、これからのやはり、考え方を引き出すことになっていくの
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は、まずいのかなと思って聞いたのです。 

○事務局長(山崎宏一君) いや、それはいいんじゃないですか。  

○委員長(加藤正恭君)  うん、それは問題ないと思う。いや、すぐ来年やるとか、再来年やる

とかという返事じゃなくて、一つの意見として聞いてもらうと。こういうことですから。  

○委員(吉田正利君)  それではランダムに、個々人から質問させていただきたいと思います。 

○委員長(加藤正恭君)  そうですか。もう、時間がないから一人づつ聞きます。  

どうぞ。谷内委員。 

○委員(谷内 勉君)  私の場合はね、ある程度まとめておいて、まとめて発言をしてもらって、

そして後、それに対する付則の部分があればまた、質問をすると。そういうような形がいいん

じゃないかと。 

○委員長(加藤正恭君)  各委員から。はい。 

 熊谷委員、どうですか。 

○委員(熊谷雅史君)  どっちがいいのでしょうね。非常に悩むところですけれども、あまり各

論的になっちゃうとね、やっぱりその予特の部分になっちゃうから、やっぱり決特の意味合い

ではやっぱり総枠で聞くということですから、やっぱり委員長の感じていることを投げかけて、

それにやっぱり、もし意見があるのなら委員が発言するという形の方がいいんじゃないですか

ね。 

○委員長(加藤正恭君)  そう。小西委員、どうですか。 

○委員(小西秀延君)  僕もそう思います。  

○委員長(加藤正恭君)  そう。はい、副委員長、どうですか。  

○副委員長(氏家裕治君) 僕もとりあえず今、僕は今回、この決算委員会は初めて参加するの

で、今までの流れでずっと皆さん、各課から話を聞いて、そして総括的な部分では、やっぱり

今までこう、多分いろいろな質問を投げかけて、帰ってきている答えというのは委員長だとか、

各委員さん聞いていらっしゃると思うので。  

その中の総括的に、この部分というのはもう少し突っ込んでみたいなという部分も、もし委

員長のお考えでありましたらね、その辺をちょっとこう、何点か挙げてもらって。決められた

時間の中でやらなきゃいけないのでしょうから。その中で各委員さんが、意見があれば補足し

ていくという形で。それがいいような気がするのですけれども。 

○委員長(加藤正恭君)  そうですか。はい、土屋委員、どうですか。  

○委員(土屋かづよ君)  私もその方がいいと、先ほども。  

○委員長(加藤正恭君)  言ったのだね。ごめんなさい。 

 じゃ何か、設問というか、まとめたものを提示して、各委員さんが付則の部分はそれぞれ質

問するということで進めていきたいと思いますが、そういうことでよろしくお願いいたします。 

 じゃ、局長、何かちょっと書いてみたら。  

 休憩します。 



７８ 

休憩 午後 ４時２０分  

 

再開 午後 ４時３８分  

○委員長(加藤正恭君)  はい。では、休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 休憩中にいろいろとご審議いただいたことなのですが、確認する意味で、皆さんと確認をし

たいと思います。  

 それで、局長の方からちょっと、説明してください。  

○事務局長(山崎宏一君) では、大きく３つに分けました。 

 ます、一番左側からなのですけれども、三國谷助役の方の担当部門ということで、４件ござ

いまして、１０時から。財源確保について、また税及び税外というふうに見てください。税及

び税外の収納率アップの方策についてと。そして、３番目が地元企業の活用についてと。４番

目がもろもろ先ほど福祉について出ていましたけれども、老人福祉事業の見直しの件について

というのが４点でございます。 

 で、真中の部分が煤孫助役の方でございまして、時間が若干ずれますけれども、大きく２点

ございます。企業誘致の積極化と公有地の有効活用と。土地利用計画を含めてと。  

 それと、１０時、同じく教育長になりますけれども、教育委員会の委員の制度についてとい

うのと、成人式のあり方ということ。まず、８点ですか。これは共通事項として、後はここに

付随する部分と、各それぞれの質問ということになろうかと思います。  

 以上でございます。  

○委員長(加藤正恭君)  ということなのですが、これでよろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(加藤正恭君)  それでは、これは。待ってよ。委員長が質問するようにするのかな。 

 そして、フォローしてもらうのは各委員がそれぞれやってもらえればいいということでね。

はい。 

 そういうことで、明日の日程は終わらせていただきたいと思いますが、他に何かありますか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(加藤正恭君)  はい。なければ、今日の委員会をこれで終わらせていただきたいと思

います。長時間、ありがとうございました。ご苦労様さまでした。  

(午後 ４時４０分) 

 

 


