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平成１６年第１回白老町議会予算等審査特別委員会会議録（第２号）  

 

平成１６年３月２３日（火曜日）  

   開  議  午前１０時００分  

   閉  会  午後 ４時２１分  
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〇出席委員（１９名） 

  １番 小 西 秀 延 君       ２番 熊 谷 雅 史 君  

  ３番 山 本 浩 平 君       ４番 鈴 木 宏 征 君  

  ５番 玉 井 昭 一 君       ６番 土 屋 かづよ 君  

  ７番 西 田 祐 子 君       ８番 近 藤   守 君  

   ９番 吉 田 正 利 君           １０番 宗 像   脩 君  

  １１番 氏 家 裕 治 君           １２番 吉 田 和 子 君  

  １３番 斎 藤 征 信  君          １４番 大 渕 紀 夫 君  

  １６番 谷 内   勉 君            １７番 及 川   保 君  

  １８番 加 藤 正 恭 君            １９番 根 本 道 明 君  

  ２０番 堀 部 登志雄 君  

                                         

〇欠席委員（１名） 

  １５番 中 出   正 君  

                                         

〇地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

     町      長    飴 谷 長 藏 君  

     助      役    三國谷 公 一 君  

     助      役    煤 孫 正 美 君  

     教 育 長    牧 野 正 典 君  

     総 務 課 長    白 崎 浩 司 君  

     行政改革推進室長    吉 田   稔 君  

     財 政 課 長    辻   昌 秀 君  

     財 政 課 参 事        後 藤 光 雄 君  

     税 務 課 長    前 田 博 之 君  

     町民サービス課長    長 野 征 幸 君  

     生 活 環 境 課 長    二 瓶   充 君  

     生 活 環 境 課 参 事    久 慈 幸 男 君  

     健 康 福 祉 課 長    三 戸 功 二 君  

     健 康 福 祉 課 参 事    山 口 和 雄 君  

     健 康 福 祉 課 参 事    丸 山 伸 也 君  

     寿 幸 園 長    千 石 講 平 君  

     企 画 課 長    岩 城 達 己 君  

     産 業 経 済 課 長    上坊寺 博 之 君  

     土 木 課 長    山 本 憲 次 君  

     都 市 整 備 課 長    松 井 俊 明 君  
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     港 湾 課 長    堀 江   寛 君  

          水 道 課 長        武 岡 富士男  君  

     下 水 道 課 長    佐久間 輝 男 君  

          出 納 室 長        小 川 正 器  君  

     学 校 教 育 課 長    目 時 廣 行 君  

     学校給食センター長   長 内 正 男 君  

     社 会 教 育 課 長    渡 辺 裕 美 君  

     病 院 事 務 長    須 貝   貢 君  

     消 防 長    前 田 登志和 君  

     消 防 署 長    鎌 田 正 平 君  

     監 査 委 員    岡   英 一 君  

                                         

〇職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    山 崎 宏 一 君  

     主      幹    中 村 英 二 君  
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    ◎開議の宣告  

〇委員長（吉田和子君） ただいまから昨日に引き続き予算等審査特別委員会を開催いたしま

す。  

 これから本日の会議を開きます。  

（午前１０時００分）  

                                           

    ◎議案第１０号 平成１６年度白老町一般会計予算  

〇委員長（吉田和子君） 引き続き議案第10号 平成16年度白老町一般会計予算から審議をし

ていきたいと思います。  

 最初に、昨日の答弁の中で補充するところがありますので、お願いしたいと思います。  

 斎藤委員の質問に対しての建築確認申請のうちの企業の件数ということで、そのことについ

ての答弁を松井都市整備課長、お願いします。 

〇都市整備課長（松井俊明君） きのうの斎藤委員の建築確認申請受け付け状況、工場等の数

字についてご報告させていただきます。  

 平成11年、年度でなくて暦年でございます。平成11年26件、あと住宅が175件ありますので、

計201件。平成12年の工場等が25件、住宅等が136件、計161件。平成13年、工場等が26件、住宅

等が106件、計132件。平成14年、工場等が24件、住宅等が105件、計129件。平成15年、工場等

が23件、住宅等が89件、計112件でございます。工場等については、横並びの数字となっており

ます。  

 以上でございます。  

〇委員長（吉田和子君） もう一件、災害等における消防庁舎等の補助対策についてというこ

とで、辻財政課長、お願いいたします。  

〇財政課長（辻 昌秀君） きのうのご質問ありました消防庁舎の災害復旧にかかわる補助制

度なのですけれども、特に補助制度はございません。それで、単独事業になりますけれども、

単独災害復旧事業債、これが発行できる形になりまして、起債の充当率が100％、交付税措置が

47.5％と。ですから、おおむね大体２分の１の交付税措置を受けれると、そういうふうな状況

であります。  

〇委員長（吉田和子君） では、質疑に入っていきたいと思います。  

 ナンバー16、10款教育費に入ります。282ページから288ページまでの１項教育総務費全般に

ついて質疑に入ります。質疑のございます方、どうぞ。  

 ３番、山本委員。  

〇３番（山本浩平君） ３番、山本でございます。285ページの負担金、補助及び交付金という

ところに関しての質問をさせていただきます。合計の金額が134万7,000円という、こういう金

額になっております。非常に膨大な金額になっているように私は感じました。その中で、胆振

町村教育委員会連絡協議会18万8,000円、胆振教育研究所16万6,000円、そして下の方になりま
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す第10地区教科用図書採択教育委員会協議会19万6,000円という年会費、これ負担金ですね、と

いうことになっていると思うのですけれども、このまず基準を教えていただきたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。  

〇学校教育課長（目時廣行君） 基準といいますと、そちらの方は調べておりませんでした。

ただ、第10地区教科用図書採択教育委員会協議会につきましては、これは３年に１回なのです。

13年に開催されまして、16年度開催される、３年に１遍、義務教育の教科書を採択するための

協議会というふうになっております。  

 この基準は、調べて後ほどご報告申し上げたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） ３番、山本委員。  

〇３番（山本浩平君） 山本でございます。なぜ私こういう質問させていただいたかと申しま

すと、今回余りにも細かいお話をさせていただいて恐縮なのですが、この前いただいた財政改

革プログラムの中でも、これは白老と同じ人口、８町の平均が平成14年度で84％ですね。経常

収支比率、白老だけ突出しまして92％ということで突出していると。やはり経常的にかかる経

費をいかに削減していくかというのは、細かい金額でも私は大切なことではないかなというふ

うに思っているわけでございます。民間のお話をちょっとさせていただきますけれども、いろ

いろな業界、団体ですとか、いろんなところに同じように、今まではいわゆる経済が非常に調

子のいいときには、何もメスを入れずに、そのまま決められた会費なり年会費なり、お支払い

していたのですけれども、今民間どうかというと、そういったいろいろな協議会あるいは団体

の業界の会の会費等を執行部みずから削減したり、あるいはこれは教育に関してはあり得ない

と思いますけれども、例えばそういう団体のゴルフの会、年２回開催していたら１回にすると

か、そういうことで会費をどんどん、どんどん抑える、あるいはその業界の中で必要のないも

のであれば、業者というか、その会社の判断でその団体から抜けるとか、そういう厳しい世の

中になっているのが実情でございます。ですから、こういったものも当たり前のようにお支払

いするとかでなくて、この基準一体どうなっているのだろうと。例えば白老の学校の割合なの

か、教職員の数の割合でこうなっているのか、多分いろいろあると思うのです。18万8,000円と

か、こういう金額ということは、細かい金額になっていますから、20万円とか15万円とか10万

円ではないわけですから、その辺をやはり精査していくべきだと思いますし、これを決めるの

は、町では当然決められないことですけれども、そういう会議に出たときにでも、一体この基

準はどうなっているのだと。時代に合ったように見直す必要があるのではないだろうかと、そ

のような提言がやはり必要ではないのかなと私は感じるわけでございます。そして、やはり負

担金、補助及び交付金134万7,000円、これを少しでも抑える努力が必要ではないのかなと感じ

ます。この点について、理事者側の回答をお願いしたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 三國谷助役。  

〇助役（三國谷公一君） お答えをいたします。  

 負担金の関係ですけれども、今たまたま教育費の中でのご質問でございますが、これらにつ

いては基本的には胆振管内の構成町村で負担し合うということで、ですからその基準について



 82 

は、例えば人口割ですとか財政割ですとか、そういうような一定の割合で応分の負担をそれぞ

れの町でしているということをひとつご理解いただきたいと思うのですが、その中で今総合対

策ということで経費節減の面からいろんなご指摘をいただきました。歳出削減の我々のチーム

の中でも、飲み食いの分ですとか、そういうものは個人の負担だよとか、いろんな説明をして

いるのです。今言っているご質問の部分についても、これは胆振管内の町村の助役会ございま

す。そういう中で一回受けまして、その中で精査しております。今取り組んでいるのは、毎年

要望額に対して一定割合、例えば５％削減するとか、10％削減させてもらうよと。本当に財政

状況厳しいものですから、そういうことをきちっと助役会の中でチェックをさせていただいて

おりますので、ご指摘の件につきましては、今後ともそういった場を活用して、きちっと内容

を精査して、そういった対応をしてまいりたいと考えております。  

〇委員長（吉田和子君） 11番、氏家委員。  

〇11番（氏家裕治君） 11番、氏家です。289ページ、（３）、アイヌ文化を学ぶふるさと学習

事業について、ちょっとお伺いいたします。  

 アイヌ文化を学ぶふるさと事業、これはどのような目的で、対象はどういった方なのか、こ

れを教えていただきたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。  

〇学校教育課長（目時廣行君） まず、アイヌ文化を学ぶふるさと学習事業でございますけれ

ども、子供たちにアイヌ文化を学んでもらうということと、あわせて指導する教員の理解度を

向上させるために、まず目的として、これは町長の公約の部分でございますけれども、そして

内容は一部報道でもされていますけれども、指導者研修会の企画、それから２番目としまして

は指導者用学習の手引の作成、これは７月ぐらいまでに作成しまして、夏休み期間中に教員た

ちが研修を行うための資料とします。それから、３番目としては、社会科、総合的な学習の時

間、道徳の時間等における講師を呼んで、子供たちに勉強していただくとか、そういった活動

をいたします。あるいは、児童生徒の体験的な学習をしてもらう、こういった内容で事業を進

めていく考えでございます。  

〇委員長（吉田和子君） 11番、氏家委員。  

〇11番（氏家裕治君） この対象は、小学校、中学校という形で構わないですよね。  

〇委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。  

〇学校教育課長（目時廣行君） 申しわけございません。  

 児童生徒対象にしております。  

〇委員長（吉田和子君） 11番、氏家委員。  

〇11番（氏家裕治君） この中に報償費、謝礼金等々の部分が出ていますけれども、この辺の

謝礼とか、またほかに係る経費の財源はどうなっているのでしょうか。  

〇委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。  

〇学校教育課長（目時廣行君） 財源は、一般単独費で賄う形になります。 

 それで、講師の関係です。講師謝礼につきましては、１回2,000円の50回分見ております。各
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学校にアイヌ民族博物館の関係者が講師として派遣していただいて、それぞれアイヌ文化につ

いて講師をしていただく、こういう内容になってございます。  

〇委員長（吉田和子君） 11番、氏家委員。４回目になりますが、さっきのちょっと不足して

いますので、答弁が足りなかったということで言われましたので。  

〇11番（氏家裕治君） 今お答えの中で一般の町単独費を使っているということでお聞きしま

したけれども、この事業に関して、文化庁からですけれども、財団法人の伝統文化活性化国民

協会というのがあります。この辺の内容を読んでみますと、そういった伝統文化を学ぶ小中学

生を対象、またそういったものの事業の募集もこちらでしています。こういったものを、今本

当に白老町の財政というのが大変な中、町単独でやらなければならないものはどうしてもやら

なければいけないと思います。  

 ただ、こういった財団を使って、うまくそれを活用していけるのであれば、これ僕はっきり

言ってどういった形の中で活用できるかというのはまだわからないで今質問していますけれど

も、もしできるのであれば、こういった財団をしっかり使って運用しながら、より有意義な活

動をしていけるのではないのかなと思うのですが、その辺について、ちょっとお伺いしたいと

思います。  

〇委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。  

〇学校教育課長（目時廣行君） 先ほど氏家委員の方から伝統文化の関係、これにつきまして

はちょっと承知しておりませんでした。これについては、早速調査しまして、どの部分で補助

をいただいて、どういった内容で使えるのか確認した上で、補助をいただく分につきましては、

いただけるような形で申請をするような方向で進めていきたいというふうに考えております。  

〇委員長（吉田和子君） 18番、加藤委員。  

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤です。今のページで（２）、栄高等学校の運営費、現在何

名が16年度は対象になるのか、それが１点。  

 それから、（４）、入学準備金貸付事業ですが、大変結構なことだとは思うのですが、お聞

きしたいのは、役場の中に相手方の選考委員みたいな制度があるのか。まるっきり貸し付けを

するというか、金融機関に丸投げしてしまうのか、そのあたりのことについて伺いたいと思う

のです。  

〇委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。  

〇学校教育課長（目時廣行君） 初めに、私立高等学校教育補助金の関係でございますけれど

も、まず北海道栄高校の対象の生徒数でございますが、１学年240名、２学年174名、３学年230

名、合わせまして644名です。これに5,500円を掛けまして、この予算額になりました。前年度

比較しますと56名の減で計上しております。  

 それから、２点目の入学準備金の貸付事業の関係でございますけれども、まず選考委員会と

いう、こういったものは考えておりません。あくまでも指定金融機関の方で、中身的に説明を

申し上げますと、まず高等学校、それから高等専門学校、短期大学、専門学校、大学等に入学

する方の保護者を対象といたします。それから、町内に１年以上居住し、かつ町税を完納して
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いる方。それから、３点目としては、前年度の世帯主の収入が500万円以下である。それから、

４点目としては、原則保証会社の保証を得られる、こういうことになります。それから、５点

目としましては、準備金の償還について十分な能力がある方、この条件を満たしている方につ

きましては、融資を受けられる、貸し付けを受けられる、こういうような形になっております

ので、指定金融機関がこの条件を満たしている方については、すべて融資を受ける、こういう

形になってございます。  

〇委員長（吉田和子君） 18番、加藤委員。  

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤です。結構厳しいのです。ということは、ふるいにかける

条件がいろいろ必要になってくるわけです。しかも、一番最後のあれで将来的に支払い能力が

あるかどうかという判定は、これは保護者に対してそういうことになるわけですね。そうする

と、奨学資金ばかりではなくて、一般的に借り入れを起こす場合に、別枠になるかならないか

なのです。保護者が、例えばピークにいっている場合に、それも今は昔と違って住宅ローンも、

すべての借入金が対象になるということはご存じだと思うのだけれども、そういうふうに非常

に審査が厳しくなっているのですが、そういうことを考えると、子供さんにはぜひ融資はした

いのだけれども、お父さんがそういう状態であれば融資はできませんということになりかねな

いと思うのですけれども、そのあたりは保証協会の保証をつけれるということになると、一般

金融と同じ条件で、子供さんには関係ない問題だと思うのだけれども、そんなに厳しくて、実

際に対象者おりますか。そのあたり、どのような見解をしていますか。  

〇委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。  

〇学校教育課長（目時廣行君） 条件的には、それほど厳しいという内容であるというふうに

は考えておりません。あくまでも町民としてまじめに働いて生活している方であれば、通常一

般的な方であれば融資は受けられるというふうに私どもは考えております。 

 ただ、こういう場でこういった話をするのは、ちょっとなにかと思いますけれども、ブラッ

クリスト的なそういう方につきましては、ちょっと借りづらくなるのではないかというふうに

考えております。  

 以上でございます。  

〇委員長（吉田和子君） 18番、加藤委員。  

〇18番（加藤正恭君） 一般の借り入れと大差ないと思うのです。例えば住宅ローンを抱えて

いる場合に、恐らくそういうこともすべて金融機関は調べますから、別枠で貸してくれるのな

らいいのです。最終的には、能力があるかどうかという判定は金融機関がするわけですから、

我々がどうのこうのと言える立場ではないにしても、罪がないと言ったらおかしいが、子供さ

んには進学させてやりたいという町側の気持ちはわかるのだけれども、現実の問題としてはそ

うはならないというのが今の社会ではないのかなと思うものですから、保証人ではなくて、保

証協会づきですね。みたいなものが必要だとすれば、実際やってみなければわからないのでし

ょうけれども、そのあたり、もう少し金融機関ともできるだけ、こういう政策予算ですから、

皆さんが喜ばれるようなものにしてあげたいということなものですから、そういう制約でせっ
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かく進学したのだけれども、融資が受けられなかったということのないような、そういう体制

をつくっていただきたいと。もし答弁あればお願いします。  

〇委員長（吉田和子君） 飴谷町長。  

〇町長（飴谷長藏君） この入学準備金の貸付料については、私の方も金融機関と直接お話し

しました。それで、まず保証料についても町が負担するということで、保証料の意義はわかっ

ていると思うのですが、ですからこれは逆に例えば道のいろんな奨学制度あります。それと抱

き合わせでも結構ということなのです。ほかの方は、１カ所借りていたら借りられないのです。

ですから、ほかを借りても、町のこれは該当にしますよと、まずそれが１点。  

 あと、先ほど委員おっしゃいましたように、借りにくくなるということはないと。ただ、課

長から言いましたように、いろんな意味で極端にローンとかそういうものが滞っていた場合は、

それは借りにくいというよりも、保全能力の部分で問題ある方が出てくるかもしれませんと。

ただ、この準備金につきましては、子供のあれなので、金融機関としても柔軟に扱うという考

え方です。それと、利息は町が払うのですが、各金融機関、最低の今の利息で対応していただ

けるというお話です。実際、では借りられない人が出てくるではないかと、その辺については

どうかといったら、多分一般のそういうローンよりもかなり借りやすいようにはなるでしょう

ということなのです。  

 それで、私もこの施策を何で出したかといったら、いろんな若いお母さんたちの話を聞いた

ときに、100万円足りなかったら子供にあきらめてくれと言うらしいのです。これが50万円とか

100万円以内で子供の進学をあきらめていただいた家族の方が何人かやっぱりいらしたのです。

それが今でも悔やむというような話も実は聞かされました。ですから、返すのは子供というこ

とを主体で考えると、よそ借りてから、うちの出したこれも借りると、ある程度100万金になる

のです。ですから、子供もそのぐらいの気概を持って、お父さん、お母さんはあなたのために

借金したのだと。それと、子供も逆にこういう奨学金をあなたのために借りたといったら、や

っぱり金銭感覚が養われるというのです。きちっとアルバイトもするし。ですから、そういう

部分でも私はこれをぜひ進めたいなと思っています。  

 金融機関としても、限界まで協力するというお話です。ですから、一般のそういうローンよ

りもずっと借りやすいという説明を受けていますので、その辺についてはご理解をいただきた

いと思っています。  

〇委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。  

〇９番（吉田正利君） ９番、吉田です。教職員の健康診断についてお伺いいたします。  

〇委員長（吉田和子君） 何ページ。  

〇９番（吉田正利君） 287ページ、それで現在の教職員の一般定期健診の委託先はどこでござ

いましょうか。  

〇委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。  

〇学校教育課長（目時廣行君） 定期健診の委託先につきましては、町立病院ということにな

っています。  
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〇９番（吉田正利君） 了解いたしました。  

〇委員長（吉田和子君） 19番、根本委員。  

〇19番（根本道明君） 先ほどの奨学資金のことで、もうちょっと深くお聞きしたいのです。  

 この政策、町長の公約でとった施策だと思います。これは、評価するのですけれども、多分

いろんなシミュレーションしていると思うのですけれども、例えば高校卒業して大学に行きま

すよといった人がお金を借りたいといった場合に、その保証料含めて、金利負担、それから払

い出してから、きっともって４年後、大学在学中は多分払わなくてもいいと思うのですけれど

も、その支払い出してから、今最低の金利と言いましたけれども、その金利がどのぐらいのパ

ーセントなのか、そしてどのぐらいで打ち出して、払い終わるまでどのぐらい町で負担するよ

うになりますか、全額で。  

〇委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。  

〇学校教育課長（目時廣行君） まず、大学へ入学する場合、50万円借りたとして、これは最

大の金額でございますけれども、４年間据え置きをして、４年以内で支払いをする場合、８年

間で14万1,551円の金利負担がかかってきます。それで、30万円の場合につきましては、これは

４万9,716円、こういう形になります。それから、仮に10万円の場合が１万6,780万円、これは1

0人ずつ借りた場合、町の金利負担は８年後に最大で10倍ずつしていきますと、207万円ぐらい

の金利負担。仮に50万円が12、30万円が12、10万円、12というふうにトータルして、８年後の

金利負担が最大で207万円ぐらいというふうに試算しております。  

          〔「何％」と呼ぶ者あり〕  

〇学校教育課長（目時廣行君） 利率は、保証料から全部含めて4.7％、こういうことです。  

          〔「そのほかに保証料」と呼ぶ者あり〕  

〇学校教育課長（目時廣行君） いいえ、これ全部含めて4.7％。  

〇委員長（吉田和子君） ５番、玉井委員。  

〇５番（玉井昭一君） ５番、玉井です。私立高校の話なのですが、せんだってちょっと話を

聞いたのですが、昨年栄高校から北大の合格者が出たという話を聞いているのです。旭大も合

格者いると。その内訳が、有名校でいいのですが、白老東高校も優秀な子がいっぱいおられる

ということで、有名大学に入られた人数だけ把握していれば、抜粋でいいです。もし今わから

なければ後でもいいのですが、私が聞いた時点で、北大なら北大に合格したという話も全然聞

いていなくて、このごろ聞いた話なのです。びっくりして、それはすばらしいことだというふ

うに私は感動しているわけですけれども、そういうのを、例えばそういう優秀な方が生まれた

と。そうすると、町では何か対応すべきかとか、こういうことのＰＲをすべきとか、そういう

のが若干あるのでないかと私は思うのです。例えば新聞に出たとかということであれば、まあ

まあでしょうけれども、そういうようなことも宣伝することによって、栄高も東高もますます

有名になるのでないかという私の考えです、これは。そんなＰＲは必要でないかなと私は思う

ものですから聞いているのですが、もしわかれば……もしわからなければ後日で結構です。  

〇委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。  
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〇学校教育課長（目時廣行君） 大変申しわけございません。そちらの方につきましては、ち

ょっと資料が、学校の方に問い合わせてもらわないと情報入っておりませんので、申しわけご

ざいません。  

〇委員長（吉田和子君） ほかにございませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 次に移りたいと思います。  

 ナンバー17、288ページから298ページまでの２項小学校費全般について質疑のございます方、

どうぞ。  

 13番、斎藤委員。  

〇13番（斎藤征信君） 斎藤でございます。295ページにかかわって２点伺います。  

 一つは、学校施設の整備事業なのですが、緑小の屋根のふきかえ計上されておりますが、前

に白老小学校も天井裏を直して、雨漏りが随分よくなったというような話も伺っているわけで

すけれども、緑小も古くなって屋根を取りかえなければならない。白老小学校、緑小学校、適

正配置の問題でいろいろなことがありましたけれども、当面こうやって修理してでも頑張らな

ければならないだろうというふうには思うのですが、これで屋根をふきかえて、白小、緑小の

緊急を要する箇所というのはまだまだたくさんあると思うのですが、この屋根のほかにまだあ

るのか。あとどのぐらいの予定がされているのか、それがわかりましたら教えていただきたい、

それが一つ。  

 それから、もう一つ、教育振興費にかかわってなのですが、昨年度の予算まで小中学校の総

合学習にかかわる経費が組み入れられていたと思います。今回の場合、それが全部消えている。

去年で小学校80万円、中学校が70万円くらいありましたか。その予算が消えているのですが、

なくなった理由、教えてください。  

 以上です。  

〇委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。  

〇学校教育課長（目時廣行君） まず、白老小学校、それから緑丘小学校の緊急を要する修繕

関係でございますけれども、白老小学校につきましては昭和45年以前、昭和30年代の建物で相

当老朽化が進んでおりまして、トイレとか、緊急を要する箇所は本当に数え上げるときりがな

いぐらいあります。また、緑丘小学校につきましては、躯体そのものは、見ばえ上はそう問題

はないと思いますけれども、やはりトイレとか、それから床面とか、結構傷んできております。

また、校舎の屋根につきましても、相当さびがついておりまして、この辺もやはりある程度手

がけていかなければならないというふうに考えております。ただ、緑丘小学校の屋根について

は、もうちょっと時間はある程度稼げるのかなと。もうちょっと厳密な調査しなければわかり

ませんけれども、そういった考えでおります。 

 それから、教育振興費の中で総合的な学習の時間事業の経費、これが15年度にあったものが1

6年度になくなっていると。昨年は78万9,000円、小学校費の中で見ておりましたけれども、平

成16年度におきましては、小学校教育振興一般経費の中に組み込んで統合しております。そん
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なことでご理解をいただきたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 13番、斎藤委員。  

〇13番（斎藤征信君） 斎藤です。たくさん直さなければならないだろうということは承知し

ているのですが、本当に緊急に直してあげなければならないと、全体と言わないで、本当に緊

急のやつがどの部分なのかということを的確にきちっと押さえてもらって、それを直してあげ

なければならないのでないかなという気はしているのですが、例えば緑小の屋根の改修工事で1,

100万円ですか、こういう改修の国や道の補助といいますか、その補助率、どのぐらいの割合で

補助されているのか、そのあたりを伺いたいことと、それから例えばそのほかに竹小の窓枠の

改修なんかもございますけれども、順番を追って、あと緊急を要する場所はほかの学校で待っ

ているという、そういう順番というのがございますかということ。  

 それから、総合学習の問題なのですが、あれをつけたときに新しい指導しなければならない

科目として出てきて、地域に出ていって、地域の人たちのいろんな応援をいただかなければな

らない。そのためには、経費が学校で自由な裁量で使えていく、そういう経費が欲しくてあれ

をつけたはずなのです。そういうことが過去やってみて、大体おさまってきたから、これは一

般謝礼でいいのだなというようにしてこっちへ移してしまったのかとも思うのですけれども、

やはり学校が自分たちの考えでいろんなところへ使える、そういうものがうまくいっていたの

かどうなのか。15年度にあったけれども、なかなか学校では使い切れなかったというような部

分があるのではないのかなという気もするのですけれども、そのあたりいかがでしょうか。  

〇委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。  

〇学校教育課長（目時廣行君） まず、補助率の関係ですけれども、今回の関係につきまして

は、起債という形でございます。補助をもらうためには、まず改修を伴わなければいけないと

いうことがあります。今回の緑丘小学校の屋根の張りかえにつきましては、改修まではいかな

い。これは、あくまでも補修というか、屋根の張りかえ程度ですから、改修を伴う場合につき

ましては……。補助メニューの関係の話です。改修をする場合、耐震診断が必要になってきま

すので、そうすると耐震診断によって、ＮＧというか、耐震補強をしなければいけないとか、

そういったことになってしまうと、またいろんな問題が発生してくるものですから、とりあえ

ずこれは緊急性のある屋根張りかえというふうに理解していただきたいと思います。  

 それから、竹浦小学校の窓の改修につきましては、一部残りますけれども、大体窓の改修は

終わりますので、ほぼ90％近くいくのでないかというふうに考えております。ただ、北側の廊

下の方は若干残るかもしれません。南側の窓の改修はほぼ終わります。  

          〔「それも改修のうちまではいかないわけですね」と呼ぶ者あり〕  

〇学校教育課長（目時廣行君） そうですね。日常使う言葉と補助の言葉とは使い分けしなけ

ればいけない部分あります。  

 それから、総合学習の関係ですか、これにつきましては私１月に学校教育課長ということで、

内容的にはちょっと承知していませんけれども、予算のやりくりとか、そういうところを見ま

すと、屋外活動のバスが利用されていないとか、それから外部講師の利用がやっぱり少なかっ
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たというようなこともありまして、そういうことで振興一般経費の方に統合したと、こういう

経過というふうに考えております。  

〇委員長（吉田和子君） 三國谷助役。  

〇助役（三國谷公一君） ちょっと補足して、今学校の修繕の関係ですけれども、斎藤委員も

ご承知のとおり、ことしは竹小、緑小、白中ということで、相当施設も老朽化してきて、トー

タルで4,000万円超える修繕費計上させていただきました。これは、町長もやはり子供の教育環

境、これを財源厳しい中で積極的に改善していきたいと、そういう思いで進めておりますので、

確かにまだまだございますけれども、この予算の中では最大限の努力をして財源確保をして、

そういった修繕を行っていくということで、ひとつその辺はご理解をいただきたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 13番、斎藤委員。  

〇13番（斎藤征信君） 大体状況はわかりました。  

 これは、本会議の中でも議論があった部分かと思うのですけれども、学校改修する場合、大

型改修の場合に国の補助というのが基準で下げられましたよね。それにのっかって、屋根のふ

きかえなんかと同時に、ある一定の部分を直してやるなんていうのは、そうやると補助とるま

で調整や何かあるという話ですけれども、持ち出しがかなり多くなるのでしょうか。そういう

ものを利用した場合に、もっと効率よくできないのかなという、そんな感じがするのですけれ

ども、その辺いかがなものでしょうか。  

 ということと、もう一つ、教育長、総合学習の使い方もさほどよくなかったみたいな、少な

かったみたいな、そういう話も今あったのですけれども、この総合学習の動きといいますか、

各学校の動きで本当に地域に出て総合学習の時間を上手に運営しているという、それがまだま

だ十分になっていないということを意味しているのでしょうか。そんなことではないですか。  

〇委員長（吉田和子君） 牧野教育長。  

〇教育長（牧野正典君） 私、予算がどう使われたかによって総合的な学習が進んだか進まな

いかという論議になると、これまた違う問題かと思いますけれども、私ども毎年各学校に推進

方策をお示しして、各学校ごとに、その年度末に推進結果、例えば総合的な学習については、

どのような取り組みをしましたかというようなことで、学校から具体的に上がってきています。

ですから、今この中に、こういうぐあいに表で上がってくるわけなのですけれども、社会科や

総合的な学習の時間において地域の学習素材を取り入れ、活用し、推進したという学校、それ

から問題解決的な学習の中で学び方を習得させ、やり方を身につけさせた。あるいは、できる

限り体験的な学習を取り入れ、基礎的、基本的な内容の定着を進め、生きる力の育成を図った

と、あるいは総合的な学習の時間の中で体験的な学習や問題解決的な学習に取り組んだという

ぐあいに、それぞれの学校でそれぞれ対応しているということは間違いございません。そんな

ことでご理解願いたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。  

〇学校教育課長（目時廣行君） 今後補助を使って改修を進めていった方がいいのでないかと

いうことで、当然これから建物も相当傷んできますし、また適配の関係もありますので、そう
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いったものとあわせて改修計画を立てていかなければならないと考えています。当然補助を有

効に活用した中でどういった計画を立てていくか。これも計画は今あるのですが、そういった

ものを再度見直しながら、トイレの改修なんかも含めて、これも新しく補助の中身できました

ので、こういったものを含めながら計画を再度見直しをかけていきたいというふうに考えてお

ります。  

〇委員長（吉田和子君） ７番、西田委員。  

〇７番（西田祐子君） ７番、西田です。291ページのスクールバスの運行経費についてお伺い

いたします。  

 今現在飛生の方からスクールバス出ていると思うのですけれども、このことについてお伺い

します。バス路線は１本だけなのでしょうか。それと、子供さんは何人ぐらい乗っていらっし

ゃるのか、まずその辺お伺いしたいのですけれども。  

〇委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。  

〇学校教育課長（目時廣行君） そちらの方の数字を押さえておりませんでしたので、後ほど

お答えしたいというふうに思います。  

〇委員長（吉田和子君） ７番、西田委員。  

〇７番（西田祐子君） ７番、西田です。それでは、そのことについて後でお伺いさせていた

だきます。  

 スクールバスの運行のことなのですけれども、私以前に住んでおりました苫小牧の美沢地区

の方で地域のお年寄りというのですか、そういう方がやはりバス路線がないということでスク

ールバスに乗っているのを実際に見ていますし、やっていらしたのですけれども、飛生の方な

のですけれども、小さい小学校のお子さんがいらっしゃると。ちょっと病院に行って帰ってき

たら、はっきり言って車も自分で運転できないし、家族とか、だれか知り合いに車に乗せても

らったり、タクシーで帰ってきたりすると。ところが、小学校低学年なものですから、午後に

は自分より先に帰ってきてしまうのだと。そのときに、スクールバスに乗っけてもらえたら、

孫と一緒に帰ってこられるのにねということをお聞きしまして、もし乗っけてくれるというの

なら、学校まで行って、そこのところでバスに一緒に乗って帰ってきたいと。地域の足がない

ので、そういうようなことも少し考えていただけるとありがたいなと思うのです。美沢、植苗

とかでどうしてそんなことをやっているのかと聞きましたら、やはりあの辺もずっと子供たち

みんな５キロとか10キロとかバスに乗っていますので、非常に交通の便が悪いということで、

地域のお子さんいらっしゃらないおじいちゃん、おばあちゃんも結構乗っていらっしゃるので

す。それには、事前にやはり審査をされて、その方がバスに乗られるための条件というものを

ある程度クリアされて、事前にお願いなんかして乗っていたみたいなのですけれども、ちょっ

と考えていただければなと思うのですけれども。  

〇委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。  

〇学校教育課長（目時廣行君） 西田委員の今提言されたことにつきましては、地域の状況な

んかを把握した上で検討したいというふうに考えております。  
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〇委員長（吉田和子君） 18番、加藤委員。  

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤です。291ページ、（３）、児童健康診断経費、これに関連

してお聞きしたいのですが、関連というか、そのものすばりなのですが、けさの新聞で、私も

勉強不足なのですが、学校教育法で小学生の入学時に必ず健康診断はすることになっておると、

こういうことなのだそうですが、パーセントはちょっと忘れましたけれども、相当の学校で入

学時の健康診断をしていないというのが新聞記事に載っていました。それで、白老の場合は、

名前は載っていなかったからやっているのかなと思うのだけれども、その悪い方に入っていな

いのだろうと思うのだけれども、現実はどうなのか。ここでは保育所は関係ないのですが、保

育所も対象なのだそうですけれども、現実はどういうふうになっているかお聞かせ願いたいと

思います。  

〇委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。  

〇学校教育課長（目時廣行君） 小学校１年生に入学する前に、保育園児あるいは幼稚園児、

あるいはどちらにも入っていない子供さん方、いわゆる幼児の方は入学前に検査することとな

っておりまして、これについては昨年のうちにすべて健康診断を済ませております。  

〇委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。  

〇４番（鈴木宏征君） ちょっと教育長にお聞きしたいのですが、一般質問で聞いたのですけ

れども、自分の認識と違っていたものですから、もう一回お聞きしたいと思うのですが、特殊

支援教室の話なのです。たまたまきのう、道新見ましたら、このことがちょっと記事になって

いまして、読んでみましたら、何か私が認識しているのとちょっと違うように出ていたもので

すから、確認のためにお聞きしたいのですけれども、僕は特殊学級という名前が特別支援教室

ですか、そういうふうにただ名前だけが変わると思ったら、何か制度的にも少し変わるという

話が載っていたのですが、そこら辺、もしわかればお話しいただきたいというのと、そこには

現場の先生の心配するコメントがちょっと載っていまして、そこら辺のことも白老町としても

それを受け入れる態勢として進んでいるのかどうかということ、現場の先生方との話し合いと

いうのが進んでいるのかどうかということをちょっとお聞きしたいなと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 牧野教育長。  

〇教育長（牧野正典君） まず、今の特殊学級が４年以内という形で今のところ言われている

のですけれども、４年以内に特別支援教室に変わっていくよと。というのは、多動性、ＬＤだ

とか、要するにそういう子供さんいますよね、普通学級に入っている子供さん。例えば一般的

に学習欠陥というのでしょうか、それとも注意欠陥、多動性障害の子供、この子供たちの教育

については、きちっと明確的にされていなかったと。だけれども、こういう子供たちも一緒に

きちっと教育をしていかなければならないということが最近言われているということで、そう

いう子供たちを学校で支援をしていこうと。だから、今まで反対に特殊学級というのをつくっ

て、そこへ行って、そこから例えば体を動かすことができる子であれば、普通の子供と体育の

授業をやっていたのですけれども、そうではなくて、普通の学級に入っていて、その子独自の

プログラムで、指導計画で教育が必要だという子については、特別な支援をする教室の方へ行
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って教育を受けるという、そういう制度に変わっていくと。ですから、今まであった盲学校だ

とか聾学校、養護学校というのも、そういう形ではなしに、特別支援学校という形に変わって

しまって、その学校が各小中学校の特別支援教室の方へ支援をしていくというような、大きな

中ではその辺の制度が変わると、こういうことなのです。ですから、今まで以上に子供さんが

学校の中で障害者と一緒に行動していくという形になると思います。ですから、そういう意味

では今の時代、ノーマライゼーションの精神にのっとった教育ができるのかなというぐあいに

思っています。  

〇委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。  

〇４番（鈴木宏征君） 今の教育長の説明、大体わかったのですが、今特殊教育ということで

教室が別個になって、その方々に合わせた教育というのか、そういうものをされているのです

が、一方今言ったように、一般の教室で、一般の方と言ったらちょっと語弊がありますけれど

も、健康な児童の方と障害をお持ちの児童の方が一緒に教育を受けるということで、個々の部

分で、30人の１ですから、今までは何人かの中で教育されていますけれども、それが非常に大

きい単位の中での教育になってしまうと、一人一人に当たる先生が、対応する時間というのが

非常に短いものになるという、そういう懸念も現場の先生はされていますし、そしてまたその

現場の先生というのは、そういう障害をお持ちの児童さんを教育するという、そういう訓練を、

受けている先生が全部いればいいのですが、そういう先生に当たらない場合は、先生方は障害

をお持ちの子供さんを教育する環境として非常に現場が混乱するのではないかみたいなことも

書いておりましたので、これが白老町としていつになったらそういう、今４年間とおっしゃい

ましたけれども、移行措置みたいのがあって、そういう中でぜひそこら辺の対応について、や

っぱり現場の先生ともよく協議されて、うまく移行できる。僕としてはちょっと、いい面もあ

るのだけれども、反面そういう懸念する部分もあるものですから、移行するときに、きちっと

やっぱりそこら辺の疎通というのですか、先生方との話し合いの中でうまく移行するように考

えていただきたいと思うのですが。  

〇委員長（吉田和子君） 牧野教育長。  

〇教育長（牧野正典君） 今お話あったように、学校の方ではそういう心配をなさっている先

生もいるかと思います。  

 私、今各学校に特殊学級をつくったということによって、学校の対応がかなり変わったので

ないのかなと思います。子供たちも変わったと思います。先生も非常に変わったと思います。

なぜかというと、そういう子供たちの指導計画というのは、その子供の障害あるいは能力に合

ったプログラムをつくる、これが特殊教育。これは、健常者も皆同じです。本来はそうあるべ

きなのですけれども、それがなかなか今の現状の中ではできないということがありまして、そ

ういうぐあいにその子供に合ったプログラムを担当する先生がつくってやることを、ほかの先

生がそれを見聞きしていて、非常に勉強になると、こういうお話をされていますので、だから

今全校に特殊学級ができたということは、そういう意味ではメリットがあるのかなと思います

し、多分この制度が導入、きちっとされた形になると、教員の配置数の問題も当然そういう形
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で出てきますので、その分はある程度クリアされるのかなというぐあいに思っていますので、

まだ制度が発足していませんので、そうした段階で混乱なく実施できるようにしたいと思いま

すので、ご理解願いたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。  

〇学校教育課長（目時廣行君） 先ほどの山本委員から質問のございました負担金の、どうい

う基準があったという質問ですけれども、胆振町村教育委員会連絡協議会ですか、これと胆振

教育研究所、これにつきましてはまず人口割、それから……  

          〔「助役答えたんでないの」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 人口割とか、それは言いました。  

〇学校教育課長（目時廣行君） それから、教科書の関係ですけれども…… 

          〔「答えてください」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 全部言ってもらえますか、もう一度。  

〇学校教育課長（目時廣行君） まず、平均割というのがありまして、18万8,000円の方ですね、

これにつきましては平均割が２万4,000円、それから財政需要額の割合で６万5,000円、それか

ら人口割で９万9,000円、これを合わせて18万8,000円、それから胆振教育研究所、平均割が３

万円、財政需要額の割合で６万5,000円、人口割で７万1,000円、それから第10地区教科用図書

採択教育委員会協議会、これにつきましては児童数15万8,000円、均等割で３万7,800円です。

これは、19万5,800円を切り上げて19万6,000円、こういうふうになっております。  

 それから、玉井委員の方から栄高校の国公立有名校の入学者ということで、栄高校、国公立

は９名合格しております。その内訳としまして、北大が２名、それから北海道教育大学が３名、

旭川医科大学が１名、室蘭工業大学１名、釧路公立大学１名、それから都留文科大学１名、合

わせて９名となっています。ちょっと、私も都留文科大学というのは……  

          〔「山梨」と呼ぶ者あり〕  

〇学校教育課長（目時廣行君） それから、白老東高校ですが、国公立大学はいないというこ

とでございます。  

 以上でございます。  

〇委員長（吉田和子君） 暫時休憩といたします。  

          休憩 午前１１時０２分  

                                           

          再開 午前１１時１０分  

〇委員長（吉田和子君） 休憩前に引き続き会議を始めます。  

 先に７番、西田委員の質問、スクールバスの件について答弁をいたしたいと思います。  

 目時学校教育課長。  

〇学校教育課長（目時廣行君） 西田委員のスクールバスの乗車児童数の数ですけれども、16

年度に利用される児童数は７名になっております。バスのとまる場所は、飛生の大場宅前と飛

生の成田宅前の２カ所でございます。子供さんたちは大場という姓を名乗る子供が４名、それ
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から成田を名乗る子供さんが３名ということで、２カ所の停留所になっております。  

 以上でございます。  

〇委員長（吉田和子君） 次へ進みたいと思います。  

 ナンバー18、298ページから308ページまでの３項中学校費、４項幼稚園費全般について質疑

を受けます。質疑のございます方、どうぞ。  

 13番、斎藤委員。  

〇13番（斎藤征信君） 307ページの中学校の学力定着度調査事業について伺います。  

 中学校でやる目的、学年、科目、それらについて教えてください。  

〇委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。  

〇学校教育課長（目時廣行君） この基礎学力定着度調査でございます。これは、発端は白老

中学校で学力向上フロンティア、文部省の指定を受けて、数学と英語につきまして習熟度別授

業ですか、これに伴いまして、そういった事業の成果をどういうふうにしてはかるかというよ

うなことで、白老中学校からぜひ学力定着度調査をしたいということになりまして、ただ白老

中学校だけということになりませんので、中学校４校について、すべて平成15年度から実施す

るものです。平成16年に引き続き行うということになります。  

 ただ、学校につきまして、それぞれ科目が違っております。それは、学校の方にお任せして

いるという状況にあります。白老中学校につきましては、先ほど言いましたように英語と数学。

それから、すべてを覚えていないのですが、萩野中学校が理科と、ちょっと科目覚えておりま

せんけれども、それぞれ学校によって科目が違ってくると。  

〇委員長（吉田和子君） 13番、斎藤委員。  

〇13番（斎藤征信君） わかりました。これは、そうすると文部省指定でということになるの

ですか。幾つかのモデル校にして研究を進めているという学力フロンティアでしたよね。だか

ら、これは実施する側というのは文部省ということになるのかどうなのかということ。  

〇委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。  

〇学校教育課長（目時廣行君） このフロンティアに関しては、白老中学校だけですけれども、

学力調査につきましては、あくまでも白老町教育委員会独自という形になります。当然今学力

低下が言われているときですから、教員が授業でどういった取り組みをして、その基礎学力を

高めていくかという、そういう先生方の教え方の問題あるいは子供の一人がどういうふうに意

欲を持った形で勉強していくかというような、そういうデータとり、全国的な平均と、それか

らそれぞれの学校のデータがどういうふうになっているか、そういったものを見ながら、先生

方の教え方がどうなのか、反省だとか、そういったものを見ながら、次の年度にどういった事

業に生かしていくか、そういう調査という形になります。  

〇委員長（吉田和子君） 13番、斎藤委員。  

〇13番（斎藤征信君） ちょっと聞き方が悪かった。一般的な学力調査なら、それでいいのだ

ろうと思うのです。この場合、到達度別、能力グループという形で実践を始めて、それの学力

調査なのか、一般的なものなのか、ちょっと今聞き分けられなかったのですけれども、白中だ
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けでやるのであれば、そういうグループ別学習の成果ということをはかるのだろうと思うけれ

ども、そうするとほかの学校も全部違う教科で一斉にやるのであれば、一般的な調査になって

しまいますよね。そうすると、それを利用するのは、結果としては各学校で利用するというこ

とになるのか、それとも全部全国的に持ち上げて、それを整理して、そこから問題点をえぐり

出すのか、そのあたりはどんな仕組みになっているか。  

〇委員長（吉田和子君） 牧野教育長。  

〇教育長（牧野正典君） 課長の補足という形になるのかなと思いますけれども、白中の方で

自分たちのやっている授業が果たしてそれでいいのかということで、白老中学校の方からぜひ

この学力調査をしたいということで上がってまいりました。それで、私どもほかの中学校の校

長さんにも、実は白老中学校でこういう調査をしたいと言っているけれども、ほかの学校はど

うでしょうかというお話ししたら、ぜひ町内４校ともやりたいということで予算化をしたと、

こういうことでございます。ですから、あくまでも自分の学校の学習の方法が果たしてどうな

のかと。きちっと基礎、基本が身についているかどうかというものを客観的に見る試験として、

テストとしてこれを取り入れたと。ですから、前にも議会でお話ししましたけれども、今学校

では説明責任というのを非常に問われてございます。学校の方でちゃんと教育しているから心

配しないでくださいという言葉だけでは今は通用しない。おたくの子供さんは、実はこうこう

こういうところはすぐれているけれども、こういうところはもうちょっと力入れたらいいです

よというようなことで子供たちにやる気を起こさせる、こういう教育が大切だろうということ

で、あくまでも客観的な資料としてこの調査をするということでございますので、決して一斉

調査ではございません。それぞれの学校がそれぞれの日にちを決めてやると、こういうことで

ございますので、ご理解願いたいと思います。 

〇委員長（吉田和子君） ９番、吉田正利委員。  

〇９番（吉田正利君） ９番、吉田でございます。305ページの要、準要保護生徒奨学金援助費

とございますが、この中で修学旅行並びに給食費の援助に対するこの内容についてご報告いた

だきたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。  

〇学校教育課長（目時廣行君） 金額でございましょうか。  

〇９番（吉田正利君） 今の援助している実態、内容ですね、金額でなくて、どのような状況

なのかをちょっとご報告いただきたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。  

〇学校教育課長（目時廣行君） 要、準要保護児童生徒の関係でございますけれども、まず申

請を受けまして、保護者の方の収入と、それから必要な所得、事業額、この月額とあわせて、

これが家族数によって必要額が決まるわけですけれども、それの1.05以下であれば、要保護、

準要保護を受ける条件を満たすわけです。その人数でございますけれども、平成15年は小中合

わせて197名でございます。16年の見込みとしましては、22名増加しまして219名という形で、

年々増加の推移になっております。ちなみに、平成14年度は190人ですから、少しずつ増加して
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いる、こういう状況でございます。  

〇委員長（吉田和子君） ９番、吉田正利委員。  

〇９番（吉田正利君） 吉田でございます。直接関連あるかどうかの問題なのですが、例えば

給食費の収納率の問題で前回大分論議されました。これらの関係、収納率との関係とか、その

ような未収対象者とか、今のこの援助対象者の関連をどのようにご判断されていましょうか。  

〇委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。  

〇学校教育課長（目時廣行君） 要保護、準要保護を受ける児童あるいは生徒の給食費につき

ましては、本来であれば保護者の方へその分支払いするべきなのですが、こちらの関係につき

ましては、直接給食センターの方へ支払うというようなシステムになってございますので、収

納率ということにつきましては、直接的には関係しないというふうに考えております。  

〇委員長（吉田和子君） ９番、吉田正利委員。  

〇９番（吉田正利君） 修学旅行費の問題なのですが、例えば今のような援助制度からいきま

すと、ほとんどの生徒さんは修学旅行に参加されていけるという判断でよろしゅうございまし

ょうか。  

〇委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。  

〇学校教育課長（目時廣行君） ちょっと実態につきましては調べてはおりませんけれども、

こういった援助をいただくということですから、有効にこういうものを活用して修学旅行の方

に行っているというふうに考えております。  

〇委員長（吉田和子君） 18番、加藤委員。  

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤です。過日竹浦小学校の卒業式にお邪魔しまして、その前

に中学校にお邪魔しました。そのときに国歌斉唱という式次第があるのですが、歌っているの

は来賓の我々だけで、生徒さんはだれも歌っていない現状があるわけです。国民の一人として

非常に恥ずかしい思いを実はしているのですが、中学生くらいになりますと、多少自分の考え

方というのが出てくるから、ある程度わかるのだけれども、小学校の１年生、２年生が、あの

純粋な子供たちが国歌を歌えない。ちょっと聞くと、学校でも教えていないというような話が

あるのですが、教えないから歌えないのか、歌ってはだめだよという指導をしているのか、僕

はそういうことはないと思うのだけれども、あの純粋な１年、２年、３年生の小学生の子供さ

ん方が、純粋さからいけば国歌斉唱というのですから、皆さんとともに声を出すとか出さない

とかではなくて、やっぱり歌うという姿勢は国歌がどうのこうのという議論の前に当然あって

しかるべきだと僕は思っているのです。行くたびに寂しい思いをするので、余り行きたくない

なと最近そんな感じを実は持っているのですが、教育委員会としてはどのような姿勢といいま

すか、そのあたりについてお持ちですか、それを伺いたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 牧野教育長。  

〇教育長（牧野正典君） 卒業式、入学式における国歌斉唱でございますけれども、学習指導

要領に教えなさいという形できちっと載ってございますし、各学校の指導計画では指導します

という形で計画出ています。ですから、私どもはそういう時々にそういう指導してくださいと。
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そして、そういう行事にはぜひ歌うように努力をしてくださいという形で校長先生にお願いは

してございます。ですから、若干学校によって変わってきているのでないのかなと。竹浦の場

合はそうだったかもわかりませんけれども、白老中学校は今回は生徒のブラスバンドで国歌斉

唱をやりましたし、私全部出ていないのでわからないですけれども、校長先生の報告ではそう

いう報告来ていますし、緑丘小学校も少し声が出るようになってきたという話も聞いています。

ですから、それぞれ学校によって差がありますけれども、国歌斉唱ですから、やっぱり声出し

て歌えるようになればなと、このように思っていますので、ご理解願いたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 18番、加藤委員。  

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤です。指導するようにというふうになっているのですが、

実態はどうなのでしょう。教えていますか。僕教えていないと思うのです。子供さん方、１年、

２年、３年生に、我々子供のころのことを考えますと、非常に純真で先生の言うこと聞くので

す。今はどうかわからないですが、聞いたものなのです。ですから、必ず歌ったのです。歌う

からいい悪いではなくて、やはり国民としてそういう子供さんの純真な、純粋な気持ちを何か

その時代に封じ込めて、歌ってはだめだ、教えないというような教育がされるということは、

非常に将来的なことを考えますと寂しいのです。ですから、戦後とちょっと違って、事情も大

分平和だという時代になってきたら、教えないということではなくて、もう少し父兄の方々も

温かい気持ちになれるような雰囲気をつくってもらいたいのですが、実態はどうなのでしょう。

教えているのでしょうか。私は、竹浦しか知りませんから、ほかのことはちょっと幅ったいで

すから、申し上げられませんから、実態はどうなのでしょう。  

〇委員長（吉田和子君） 牧野教育長。  

〇教育長（牧野正典君） 実態として教えているか教えていないかということですけれども、

学校によって若干差があるのかなという感じがします。白老町は、全道的に比べますと、この

点はかなり実施している方でないのかなというぐあいに、私が前いたところは非常に大変でし

て、それで私処分食らったのですけれども、本当に本当にこんな白老町のような状況ではござ

いませんでした。そういう地域がまだまだたくさんあるということも事実でございますし、そ

ういう中で白老町の学校長はそれなりに苦労しながら指導をしているというぐあいに思ってい

ますので、ご理解願いたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） ほかに質疑のございます方、どうぞ。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 次へ進みたいと思います。  

 ナンバー19、308ページ、５項社会教育費、１目社会教育総務費から318ページ、２目公民館

費まで質疑のございます方、どうぞ。  

 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。315ページのふるさと体験館「森野」の件なのですけ

れども、財政をつくっていく上での基本の部分を聞きたいのですけれども、先般ふるさと体験

館「森野」の設置条例は通りました。ちょっとわからなくて聞くのですけれども、条例が今回
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の議会に出されていると。予算も一緒に出ていると。もし条例が通らなかった場合は、どうい

うことになるのかなというふうに思うのです。あり得ることですよね。これは、事務当局の問

題かもしれません。そういうふうに考えると、条例が通った後補正予算で出すべきなのが筋な

のか、それとも条例が通ることを前提にして、こういうふうに出しても全く問題がないのか、

その考え方をちょっとお尋ねしたいのです。  

〇委員長（吉田和子君） 辻財政課長。  

〇財政課長（辻 昌秀君） 今のご質問は、新たな施設ができた場合の条例の提案とその予算

措置ということだと思いますけれども、これまで白老町にとってもいろいろな新しい施設がで

きております。そういう部分では、従来どおりの同時提案ということで今回は提案させていた

だいていますけれども、仮にという部分でのお話、なかなか答えづらいところございますけれ

ども、場合によってはそういうような状況になれば、一部修正あるいはその分が執行停止とい

うのですか、そういうようなことがあり得るのかなと思いますけれども、その部分については、

そこまでの想定の中でとらえておりませんので、一応仮の部分についてはそういう可能性もあ

るということでご理解いただきたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） 大渕です。それがどうこうのと言っているのでないのです、全然。そ

うではなくて、今後やはりそういう決まりがあるのかどうかわからないのだけれども、あるの

であれば、今のやり方が正常であればそれでいいのです。そして、否決された場合は予算修正

すればいいということであれば、それは僕はそれで構わないのです。ただ、手続上そういうこ

とでない方が望ましいとかということがあるのであれば、今後やっぱり……。私は、そういう

可能性があるのにどうしてそういうふうな、今までずっと通ってきたということは、我々通し

たのだからよくわかっています。ただ、手続上、それが正常だったらいいのだけれども、正常

でないのであれば、やっぱり変える必要があるだろうし、このままでいいならいいと。そこら

辺がはっきりしてやった方がいいのではないのかなと。そういうことが起こる可能性は十分ご

ざいますので、その点決め事がないのであればそれで構いませんけれども、その点だけもう一

回お尋ねしたい。  

〇委員長（吉田和子君） 辻財政課長。  

〇財政課長（辻 昌秀君） この施設の設置条例というのは、いろいろな想定の中で、予算以

外の事項もございます。そういう部分では、前もって準備して、例えば12月議会に出すことが

できれば、それはそれで望ましいことかなと思いますけれども、またいろいろな予算以外の部

分もありまして、同時に出すということも当然あり得ると思いますので、それをもって先に出

さなければならないということにはならないかと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 11番、氏家委員。  

〇11番（氏家裕治君） 11番、氏家です。313ページ、（６）の放課後児童対策の事業について、

ちょっとお伺いいたします。  

 この中に対策事業として児童クラブ等々があると思いますが、その申し込み状況と、それに
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かかわる対象学年について、ちょっとお伺いしたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 渡辺社会教育課長。  

〇社会教育課長（渡辺裕美君） 児童クラブについてのご質問です。  

 対象につきましては、基本的に小学校の１年生から３年生までをという形で募集をかけてお

ります。16年度の募集がもう３月の10日で締め切られまして、その募集の状況ですが、鉄南と

いいますのは白老小学校の中に設置されています児童クラブです。申し込み状況からいいます

と、鉄南の児童クラブが小学校の４年生までの申し込みがありまして、34名になっております。

それから、鉄北児童クラブ、緑丘小学校の中に設置されております児童クラブです。これにつ

きましては、小学校の４年生までで27名です。それから、萩野小学校の中に設置されておりま

す萩野児童クラブです。萩野児童クラブにつきましては、１年生、２年生で12名です。それか

ら、最後です。竹浦コミセンの中に設置されております竹浦児童クラブです。竹浦児童クラブ

につきましては、３年生までで18名ということになっております。  

 以上です。  

〇委員長（吉田和子君） 11番、氏家委員。  

〇11番（氏家裕治君） 今お伺いしましたこの人数というのは、今までの推移から見まして、

増加にあるのか、それとも少子化という問題から考えれば少なくなってきているのかなと思う

のですけれども、実態はどうなのか。  

 それから、前回までは、僕も聞いているというか、聞き伝いの話なものですから、それが正

しいかどうかわかりませんけれども、あくまで小学校３年生までの対象だったと。でも、兄弟

がいる場合は４年生まで受け入れますよという話を聞いていた部分があります。それが間違い

でなければ、その辺についてのお考えも聞いてみたいと思いますけれども、これからの児童ク

ラブの進め方、今後の考え方についてお伺いしてみたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 渡辺社会教育課長。  

〇社会教育課長（渡辺裕美君） まず、推移の関係です。実態といたしまして、確かに少子化

にはなってきているのですが、働くお母さん方の数がふえてきているというところもありまし

て、今回の申し込みでは白老小学校の鉄南児童クラブが例年よりも多い数になっております。

それ以外の児童クラブにつきましては、例年並み、または例年よりちょっと人数が減っている

という状況にあります。  

 それと、４年生まで今まで受け入れていた経緯があるのではないかということなのですが、

この２年ぐらい前までは小学校の４年生ぐらいまでも児童クラブの施設、それから職員の受け

入れられるある程度の範囲というところで４年生まで受け入れて、また行動にいろいろと問題

があって、もう少し児童クラブとしても状況を見ていたいと、そういうお子さんで５年生まで

お子さんを受け入れていた時期もあります。ただ、この一、二年、１年生で入るお子さんの生

活指導的なものという部分でいいますと、何年か年齢を重ねていくと、子供ですので、生活習

慣がある程度ついてくるのですが、１年生で入る段階ではなかなか生活も十分身についていな

いというところ、それから１年生の入会者がすごく多いというところで、ある程度児童クラブ
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を受け入れる際には、一応３年生までという年齢を１学年下げて、それでもある程度、その子

供の状態にもよるのですが、大体３年生ぐらいになりましたら自分で留守番ができるとか、そ

れからかぎの管理ができるとか、そういうようなところもあるように、家庭でもしつけをして

いただきたいということはお願いをしてありましたので、今回の申し込みの際には、１、２年

生の受け入れ人数が多い場合には、３年生であっても申し込みをもしかしたらお断りする場合

があるかもしれませんということを説明会の中で説明をさせていただいておりました。現実申

し込みを受けた時点で、特に鉄南に関しましては１、２年生がすごく多かったものですから、

それで４年生、それから３年生のお子さんについて、ちょっとご遠慮いただいたという経緯は

あります。今後の考え方ということなのですが、現状では施設もある程度制約されております。

学校の協力をいただいて運営はさせていただいていますが、やはり学校全部を使えるわけでは

ありませんので、ワンフロアの中の限られた部分に本当に子供たちの人数が多ければ、子供た

ちの精神的なものですとか、職員がそれだけ多く配置すればいいというだけの問題ではなかな

かないものですから、その辺のところも含めて、今回特に子供の申し込みが多かったというよ

うなところをこれから考えていかなければならないというふうにうちの方でも思っております。  

〇委員長（吉田和子君） 11番、氏家委員。  

〇11番（氏家裕治君） 今課長の答弁で本当によくわかるのですけれども、この辺の鉄南地区

の３年生、４年生の申し込みを断らざるを得なかったという現状があるようです。やはりこの

問題については、本当に少子化が進む中で、また経済状況が大変な中で、お父さん、お母さん

も大変な思いをして必死に頑張っているのです。ですから、この辺については、本当にこうい

った児童クラブのあり方についてももっと柔軟性を持った考え方で進んでいっていただきたい

なと、そう思っていますので、これからしっかりまたそういった部分ではまだまだ考える余地

はあると思います。頑張っ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。  

〇委員長（吉田和子君） ９番、吉田正利委員。  

〇９番（吉田正利君） ９番、吉田でございます。大変小さいことで申しわけないのですが、

わからないものですから、ひとつ教えていただきたいと思いますが、317ページ、コミセンの清

掃委託料の件で全館の清掃委託料と特別清掃ということになっているのですが、清掃の区分で

並みと高級な清掃の区分あるのでしょうか、ひとつご説明願いたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 渡辺社会教育課長。  

〇社会教育課長（渡辺裕美君） 済みません。名称は特別となっているのですが、これは中央

公民館のワックスがけ、これは全フロアのワックスがけに関する清掃委託ということなのです。  

〇９番（吉田正利君） 了解いたしました。  

〇委員長（吉田和子君） ほかに質疑のございます方、どうぞ。ございませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 次へ進みたいと思います。  

 ナンバー20、318ページ、３目図書館費から328ページ、５目仙台藩白老元陣屋資料館管理費

まで質疑のございます方、どうぞ。  
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 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。何度も聞いているのですけれども、325ページ、民俗

資料館の関係なのですけれども、補助の関係等々いろいろございまして、なかなか財団に渡す

わけにいかぬというのはよくわかるのですけれども、実態としては完全に町の手を離れている

のです。私、以前にこの点ではかなり厳しい質問もしました。なぜこういうことが、理屈はわ

かりますから、理屈は結構ですから、ただなぜ役所というのはこういうことができないのか。

予算見たら、目が起きていたのが目がなくなって、今はもう管理経費だけの金額になっている

のです。なぜこういうことが補助が入っているとしてもできないのか。もちろん財団の方は制

限受けて使っているわけでないだろうから、自由に使っていれば、それはそれでいいのかもし

れないけれども、こういうものは私一括して渡して、きちっと向こうで管理してもらうという

のは当たり前な話だと思うのだけれども、なぜこんなことができないのか、その点だけ。  

〇委員長（吉田和子君） 渡辺社会教育課長。  

〇社会教育課長（渡辺裕美君） 民俗資料館の関係です。これにつきましては、長年いろいろ

と補助の関係ですとか、そういうものがありまして、本来であれば向こうの方で、今もきちっ

と管理をする形で使っていただいていますので、その辺の補助的なものがありまして、なかな

か前へ進んでおりませんでしたが、博物館側としてももしあの施設をいただくとしたら、ある

程度中をもうちょっと整備をしていただきたいというような要望もあったものですから、その

辺のところで調整をいたしておりました。最終的に博物館の方で今の状態でそのまま譲ってい

ただきたいという申し入れを受けております。それで、今こちらの方でその譲渡に向けての手

続を進めているところであります。あの施設につきましては、当然警備等につきましても博物

館の方で全館向こうの博物館の施設とあわせて警備もしていただいている状態ですので、そう

いう形でこれから譲渡に向けて進めていきます。  

〇委員長（吉田和子君） 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） わかりました。それは、それで結構です。  

 要するにこういう仕事をもし、相手があることですけれども、やっぱりできることであれば

合理的に仕事をこれからするというふうにしなくてはいけませんので、何度も何度もずっと同

じことが何年間も繰り返されてきますので、やっぱりきちっとしていただきたいということと、

来年は間違いなく予算にはのりませんね。  

〇委員長（吉田和子君） 渡辺社会教育課長。  

〇社会教育課長（渡辺裕美君） 今年度中に速やかに進めて、来年度は予算にのせないように

いたします。  

〇委員長（吉田和子君） 18番、加藤委員。  

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤です。５目の仙台藩白老元陣屋についてですが、何かのと

きに私ちょっと言ったことがあるのですが、何年か前までは仙台陣屋跡地の整備、それらをや

っていたと。一応ここ一、二年は管理費程度、行事程度の予算は計上されておりますが、現在

のところあの状態で元陣屋跡は完成なのか、まだすることがあるのか、そのあたりは現状はど
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ういうふうにとらえているのか伺いたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 渡辺社会教育課長。  

〇社会教育課長（渡辺裕美君） 陣屋の跡地整備につきましては、平成７年度で第１期の工事

を終わっております。その後、整備といたしまして、もう完全に終わっているというものでは

なくて、当然実際に１期工事の中でつくってきたものの中で復元はしておりますが、その復元

の一部に訂正が必要な部所があるとか、それからいろいろな跡地で整備をされているところが

だんだん年数がたちますと、少し傷んできている部分などがあるというのは事実です。その中

では、２期工事目というのを検討していきたいというふうには考えておりますが、財政的なも

のもありまして、現状の中では予算化ができないでいる状態です。  

〇委員長（吉田和子君） 18番、加藤委員。  

〇18番（加藤正恭君） 加藤です。課長にはどの程度の予算がかかるのか、予定として、概算

でいいですから、どのくらいかかるのか、それを伺いたいのと、今お話があったように、財政

を伴う問題であるということになりますと、町長の方にお聞きしなければならないのだけれど

も、結局仙台藩白老元陣屋というのは白老町の開基ですね、それの元年である。それから、さ

かのぼって今の白老町があるという認識からいけば、この史跡というものは歴史物として相当

大事にこれから維持もし、不足なものがあれば整備していくという姿勢は常に持っていなけれ

ばならないと私はそう思います。それで、財政の問題ですから、お金がかかるのでしょうが、

今の時代もよく承知しておりますから、年次計画を立てて何らかの方策を考えていったらいか

がなものかと。第１期工事は終わったといいますから、第２期工事あたりにそんなような考え

方を持っていただきたいと思うのですが、いかがでございましょうか。  

〇委員長（吉田和子君） 渡辺社会教育課長。  

〇社会教育課長（渡辺裕美君） ２期工事の予算なのですが、ちょっと細かいもの手元に持っ

ていません。大体5,000万円ぐらいの予算でということで、またこれにつきましては全額町持ち

出しという形ではなくて、当然補助等がありますので、その割合としては、確かではないので

すが、もう一度確認をしてから、済みません、報告させていただきます。  

〇委員長（吉田和子君） 牧野教育長。  

〇教育長（牧野正典君） 私も今資料持ってきていないので、ちょっとあれなのですけれども、

まだ土地の取得も相当数残っているはずなのです。奥の方です。ですから、土地の分を入れる

と相当な額になるわけなのですけれども、そこのところ今お話ありましたので、できる範囲内

からやはりやっていかないとならないなというふうに思っていますので、年次計画を立てなが

ら、まず教育委員会としてそういうことをきちっと検討してまいりたいと思っていますので、

ご理解願いたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 飴谷町長。  

〇町長（飴谷長藏君） 元陣屋のこれからの整備計画、どういうふうに考えているか。第２次

計画は既に策定済みでございます。ですから、ただこれも財源の関係ございますので、そうい

う気持ちではおりますので、ご理解いただきたいと思います。  
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〇委員長（吉田和子君） 19番、根本委員。  

〇19番（根本道明君） 同じく仙台陣屋の件なのですけれども、あそこは芝生も非常にきれい

に刈られまして、町民の憩いの場としては、見ばえのする、利用しやすい場所なのです、広く

て。それで、あそこで、例えばお花見をするよという町民がいた場合に、そういうふうな人方

のために、あそこでお花見をするというふうなことは許されているのですか。例えばジンギス

カンをしますよというふうな……。  

〇委員長（吉田和子君） 渡辺社会教育課長。  

〇社会教育課長（渡辺裕美君） あそこの芝生なり桜のきれいなところでお花見をしていただ

くということ自体には、一切制約はございません。ただ、芝生を傷めたりですとか、火をすご

く使ってというようなところでは、そこのところはご遠慮いただいています。  

〇委員長（吉田和子君） 19番、根本委員。  

〇19番（根本道明君） それと、もう一つ、仙台陣屋なのですけれども、あそこをこれからた

くさんの観光客、他町村から来るわけなのですけれども、来ると思っているのですが、どうも

入り口が盲腸のような形になって、道路が大型バスが入るというふうなことだと、どうも入り

づらい、そういうふうな地形になっているのです。資料館の方に入るのには、ちょっと入りづ

らいなというふうな形になっているのですが、どうでしょう、将来的に大滝村の方から来るバ

スのために、ちょうど恵和園のあたりから道路をつけると、非常にいい入り口になるのですが

……  

          〔「自衛隊の方に行く」と呼ぶ者あり〕  

〇19番（根本道明君） 自衛隊の方のあの道路にぶつけると。昔そういう計画があったと聞い

ているのですが、今非常にそれは簡単にできるというか、ほんのわずか山を削ればできるよう

な状態なのです。それで、もしそういうふうな計画が織り込めるようでしたら、今後検討して

いただきたいということで質問を終わります。 

〇委員長（吉田和子君） 三國谷助役。  

〇助役（三國谷公一君） お答えいたします。  

 以前にそういう計画があったというのは、私承知していないのですけれども、地形の方も、

本当に今根本委員おっしゃったように、簡単にできるのかというのもちょっと、この段階では

把握できていなくて答弁して申しわけないのですけれども、今観光面からの話しされていまし

たけれども、これはまだきちっと話はしていませんけれども、ただ我々の思いとしては、あそ

こに弾薬庫ありますから、弾薬庫の関係で、一方的に入り口でなくて、逆にいうと大滝線の方

に抜けるような道路をお願いしてみたいなという経緯ございますけれども、それで大滝の方か

らずっと入ってきてどうなるかというのはちょっと、それで今根本委員がおっしゃっているよ

うなことの解決するのかという問題もございますけれども、もしそういうのができましたら、

ちょうど抜けれるような道路になります。そんなことも含めながら、この道路の問題について

は今後の課題というふうに押さえさせていただきたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 渡辺社会教育課長。  
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〇社会教育課長（渡辺裕美君） 先ほどの２期整備の金額の関係だったのですが、全体経費と

しては5,000万円、国からの補助金が２分の１、2,500万円、それから道から起債になりますが、

地域総合整備事業債ということで1,000万円、それから町が1,500万円というので何度か計画は

立てております。  

〇委員長（吉田和子君） ５番、玉井委員。  

〇５番（玉井昭一君） ５番、玉井です。319ページ、コミュニティセンターの多目的トイレ改

修工事、中央公民館暖房改修事業、これの…… 

          〔「終わっている」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 図書館費からでしたから、その後からです。歳出全般で質問してい

ただきたいと思います。  

 ここで昼食の休憩に入りたいと思います。  

          休憩 午前１１時５９分  

                                           

          再開 午後 １時００分  

〇委員長（吉田和子君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  

 ナンバー20のところで質疑のあります方、どうぞ。  

 ７番、西田委員。  

〇７番（西田祐子君） ７番、西田です。313ページの……  

          〔何事か呼ぶ者あり〕に  

〇委員長（吉田和子君） 違います。そこは終わったところです。今やっているのはナンバー2

0の318ページからのところです。  

 次へ進みます。  

 ナンバー21、328ページ、６目高齢者学習センター費から338ページ、７項給食センター費全

般について質疑を受けます。質疑のございます方、どうぞ。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 次へ進みます。  

 ナンバー22、340ページから366ページまでの11款災害復旧費、12款公債費、13款給与費、14

款諸支出金、15款予備費及び給与費明細書、地方債現在高見込額調書、債務負担行為に関する

調書について質問のございます方、どうぞ。  

 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。給与費の関係でお尋ねをしたいのですけれども、今

非常に役場の職員の皆様方の年齢構成のバランスが崩れているという表現が合っているかどう

かわかりませんけれども、ちょっと正常な形ではないような気が私はしております。前々回の

一般質問でもそこら辺、管理職の数の問題等々含めてお尋ねをしたのですけれども、一つはこ

れからの人事政策といいましょうか、退職者と、それから新入職員といいましょうか、何回か

はお尋ねしているのですけれども、バランスをどのように考えて、今後将来的に人事政策を考
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えていらっしゃるか、そういう方向づけを持っていると思うのですけれども、ありましたら基

本的なまず考え方。  

 その中で、ここに出席されていらっしゃる職員の方々、皆さん管理職の方でまことに言いづ

らいのですけれども、民間企業では役職定年制というのが導入されているところがかなり多い

のです。いきなり55歳というのは大変でも、例えばそうやって言うと、なお何か対象者の方が

いらっしゃるので聞きづらいのだけれども、59歳とか58歳とか漸減でやられるとか、現実問題

として我々民間にいる場合は、そういう実態なのです。そういうことを本当に考慮しなくてい

いものかどうか。もちろん高齢になったから能力がないとか、私そういうことは全く皆さん方

に対しては思っておりません。ただ、社会通念上含めて、常々町長も公式な場で若い人たちの

運用ということをおっしゃいますけれども、そうであればそれなりの手だてをとらなければ私

はいけないのでないかというふうに思っています。私の意思には非常に反していることですけ

れども、勧奨退職もどのように考えていらっしゃるか。本人がいいと言えばいいのかなとは思

いますけれども、余りそういうことを勧めることはどんなものかなと私自身も疑問に持ちなが

らなのですけれども、しかし今の社会情勢からいくと、十分そういうことも含めて嘱託職員の

数なんかも含めまして、総合的に人事政策を検討すべき時期ではないのかというふうに思うの

ですけれども、見解をお聞きしたいということであります。  

〇委員長（吉田和子君） 三國谷助役。  

〇助役（三國谷公一君） お答えいたします。  

 まず、人事の基本的な考え方ということでございまして、確かに高齢化といいますか、職員

の平均年齢が高くなってきておりまして、やはり厳しくなってきてから、一時三百九十数名、

職員いましたでしょうか。そこから、このままでは立ち行かなくなるということで、採用を手

控えてきたということもございます。今の段階では、平成19年までの第４次行革の中では退職

した職員の補充は行わないと。勧奨が出れば、その採用をしていきますよということで、この

たびは一般職３名ほどできましたけれども、なかなか採用については厳しいだろうなと。そう

しますと、この行革の期間内の中では新たな採用というのはふえませんから、ますます職員の

高齢化と言ったらおかしいですけれども、そういった形にはならざるを得ないのかなと。ひと

つご理解いただきたいと思います。  

 それから、役定と勧職の関係なのですけれども、そういうことからして、確かに今係長に昇

格するのにも、主幹に昇格するのにも、課長に昇格するのにも、人事はやっているのですけれ

ども、昇格というものについては本当に思うようにいかないというような状況です。そういう

ことからしますと、確かに大渕委員おっしゃいましたように、なかなか活性化はしていかない

わけですけれども、この役定という問題につきましては、やはりそういうことも一面あります

けれども、若い人にやってもらうといい部分もありますけれども、経験者が悪いという意味で

はございません。いい意味はございますけれども、やはり総体的な役場の組織からしますと、

きちっと役定、例えば58歳、59歳で役職定年ということにしたとしても、そういう方々がそれ

なりの給与をいただいているわけですから、きちっとした仕事があるかという、これがひとつ
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大きな問題になってきてございます。ただ、これにつきましては、第４次の行革、それから今

回の財政再建の総合対策の方でも、これを今検討していくということになってございますので、

その辺を含めて検討させていただきたいというふうに考えております。  

 それから、勧奨につきましては、これはご存じのとおり民間さんと違って肩をたたくという

意味ではなくて、そういうことで一定の年齢に達して一定の勤続年数の条件をクリアすれば、

やめるに当たってはこれだけの優遇をさせていただきますよと、退職手当組合の一つの基準で

もってやっているのですが、そういう形でやってございますので、委員おっしゃるように、こ

っちから積極的に肩をたたくという意味でございませんで、そういう環境を整えて、もしそう

いう方がいらっしゃいましたらお受けするというようなことで運用させていただいております。  

 以上です。  

〇委員長（吉田和子君） 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。理解は十分できます。  

 ただ、問題は今のような方向で町民の要求にこたえ、なおかつ組織内の活性化が保たれるか

どうかということであります。前々回、私一般質問でしたのも、主幹の数が多過ぎるのではな

いかと、それは主幹の方が悪いのではなくて、そういう仕組みにせざるを得ないところに問題

があるのではないかということなのです。ですから、今の答弁では少なくても近い間では活性

化が望めるのかなと、率直に申しまして。例えば役職定年を導入したとしても、民間もそうで

すけれども、それなりの給料は下がらないわけですから、それなりのやっぱり仕事をしていた

だかなくてはいけないということははっきりしているわけです。そういう能力のある方を、例

えば同じ参事職のような形で特命にしたり、なおかつ可能であれば、例えば外郭団体に今行っ

ていらっしゃる方々、向こうの要求もございますでしょう。しかし、そういうところにお話を

する等々の中で、職員の皆様が納得するような形でのルールづくりをもう始めないと間に合わ

ないのでないかということなのです、私言いたいのは。  

 この間も町長言われましたけれども、最後まで行ってやるのでなくて、今10年先、５年先を

見て、どういう手を打つかということが今一番求められていると。これから歳入入りますけれ

ども、国は厳しくはなりますけれども、楽になるという方向は全く今はないと私は見ておりま

す。そういう中で、今一般職の方までそういう給料の面で入るわけですから、管理職は私はそ

こまでやるのは当たり前ではないかという考え方を、すべてではございませんけれども、持っ

ているということなのですけれども、できれば町長の考え方をお尋ねしたいというふうに思い

ます。  

〇委員長（吉田和子君） 飴谷町長。  

〇町長（飴谷長藏君） 正直申しまして、今回の人事もほとんど50歳過ぎの方です。これが10

年以上前であれば40代そこそこ、過去には二十何歳でなった人もいるという話も聞いています、

三十何歳とか。  

 私は、基本的に本当に頑張れる年があると思うのです。皆さん、頑張っています。頑張って

いますけれども、例えば民間であれば30代後半から40代で課長職ということを経験しておくこ
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とによって、また30代になると60までですから、二十何年間課長さんやると。一生懸命頑張っ

ても、なかなかその辺難しい部分あるのです。だから、本当に頑張れる年代にそれなりのポス

トについていただいて、若い人をまた育てるという考え方もあると思うのです。  

 それで、本当に組織を私は活性化したいと思うのですが、例えば実態論で申し上げますと、

これから３年、４年後になりますと、８人ぐらいの課長職の定年の方が出てきます。過去です

と、それぞれ能力のある方はいっぱいいらっしゃいますので、過去十数年前ですと、20年前も

そうなのですが、出先に送ることができます。ただ、一度に課長職が６人とか７人出てきても、

能力のある方に行っていただくのですから、私は天下りについてはここでは議論……天下りと

いうのは、私は行っていただくという基本的な考え方ですから、例えば60歳までいて出先に行

くといっても、これは一切できないと私は今から思っています。助役にもお話ししています。

ただ、それが例えば１年前とかに勧奨を受けて行っていただくということであれば、それなり

の能力をお持ちの方ですから、行っていただきたいなと。出先いろいろありますから、五つ、

六つありますので……。今回も観光協会、現役の方行っていますけれども、前回も行っていま

した。組織も変わってきました。商工会も変わってきたと。やはり職員が行くことによって、

結構変わる要素というのはあります。ですから、過去にも商工会の事務局長とか建設協会の事

務局長とか行っていただいたりしています。体協もそうでしたが、昔はできたのです。あなた、

定年しても、こっちへ行っていただきます。実際できなくなるのです。では、一回に５人定年

になりましたと。１カ所しかないと、だれがどういう基準で選ぶのだということなのです。私

は、それはできませんので、本当に申しわけないのですが、全員で60歳までいて、定年になっ

た場合は一人も送らないようにしようと、これは公平の原則だと思っています。ですから、そ

れが１年前とか、勧奨で行っていただくのであれば、例えば65、63まで保証することはできる

のだろうけれども、今回の行政改革の財政のあれでも言わさせていただいたのですが、先に退

職した人たちだけが、極端な話ですけれども、それなりの恩恵を受けているというのはおかし

いと。すべて、今までのやり方であれば、後にツケ、後に課題が残っていくというようなやり

方はやっぱりおかしいと。ですから、今から職員みんなで痛み分けしようというのが私の基本

的な考え方ですから、今後、これは課長さんとも当然相談しなければならない事案ですが、実

際できなくなる年が来ますので、３年後、４年後になりますと。そういうことも十分議論した

いなと思っています。基本的に私の考え方は、定年までいった場合は、これは無理だというこ

とです。来年、ことしもそういうことになりますが、基本的にそういうスタンスは持っていた

いなと思っていますので、ご理解をいただきたいと思っています。  

〇委員長（吉田和子君） 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。今の件はわかりました。  

 もう一つ、嘱託の採用の仕方なのですけれども、全部とは申しませんけれども、今ほとんど

の方が履歴書持っていって就職して、我々も関与できないということになっておりますので、

そういうことはないと思いますけれども、ただ一部、例えば高齢者学習センター等々のところ

は、一定のところを一定の地位で退職された方が、何かその人ばかり行っているように思うの
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です。はっきり言えば、校長先生を町内で退職した人だけが行っていないのかな、僕が見たら

そういうふうに見えるのですけれども、そうでなかったらごめんなさい。あそこは、一般の人

が行ってできない部署なのかもしれないけれども、わかるのだけれども、では普通の教員の人

が退職してあそこに行くということはだめなの。そこら辺、ちょっと聞きたいのだけれども。  

〇委員長（吉田和子君） 白崎総務課長。  

〇総務課長（白崎浩司君） 嘱託職員につきましては、今前段で言われましたとおり、今公募

かけて面接やっているというような方で決めております。ただ、職種によっては、専門職とか

資格を有しているとか、そういう部分については選考採用の部分も一部あります。それで、今

事例として挙がりました高齢者学習センター問わず、教育委員会で嘱託を雇用している部分の

生涯学習アドバイザーということで、教育委員会の社会教育の中にもそういう肩書での職員い

ます。それから、今言われたとおり学習センターの中に行って高齢者大学を見ている、いずれ

にしても生涯学習アドバイザーという形で、いわゆる社会教育事業の、あるいはアドバイザー

として専門的な知識を有しているという方での採用を、言ってみれば選考採用といいますか、

そういう形ではやっています。  

 ただ、今言われますとおり、校長先生だからとか、そういう限定は特に教育委員会の方では

持っていません。当然一般教職員でそれにふさわしい方がいれば、それは採用といいますか、

お願いするのも、それは当然やぶさかではないというふうに押さえています。  

〇委員長（吉田和子君） 18番、加藤委員。  

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤です。12款公債費について、その中で２目の利子、長期債

利子支払費という項目でお聞きしたいのですが、利率の問題なのですが、長期の借り入れとい

うのは、例えば15年、20年、30年という長期債もあろうと思うのですが、時代の変化とともに

下がってきている傾向があります。しかし、古いやつは利率が非常に高いのもあった時代があ

るわけですが、それらをどのように担っているかをお聞きしたいのですが、今一番高い利率で

は何ぼの利率になっているかというのが一つ。 

 それから、その対策をどのようにしているか。対策と言ったら語弊がありますが、繰上償還

だとかということはいろんな場面で聞いて伺っておりますけれども、その実態について伺いた

いと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 辻財政課長。  

〇財政課長（辻 昌秀君） 長期債の利率に関してのご質問ですけれども、手元には14年度借

り入れ分については持ち合わせているのですけれども、それ以前の分は確認して、後ほどご答

弁したいと思いますけれども、確かに加藤委員おっしゃるように、利率はだんだん下がってき

ております。14年度で申し上げますと、高いものでも1.1％、低いものですと、これは市町村振

興協会という特別の枠ですけれども、0.4％というようなのもございます。そういうことで、確

かに下がってきておりますけれども、過去に変えた分の対策という部分では、政府資金につき

ましても何年か前から繰上償還できるという、そういう制度はできてはいるのですけれども、

ただそれに伴って手数料といいますか、違約金といいますか、そういうものが実はかかるよう
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な形になっております。過去に借りた政府資金の元手が何かといいますと、郵便局等に国民の

方がお預けしている部分で、ある意味では10年ぐらいの中で運用しているということから、や

はりそういうものの利率を確保しなければならないという財政投融資制度なんかの一環の中で、

実は繰上償還しても、政府資金についてはそれほどメリットがないと、そんな状況になってき

ております。縁故資金といいますか、銀行から借りている部分については、これは平成10年度

から３カ年にわたりまして繰上償還をして、たしか11年度以前に借りている部分についてはほ

とんどないと。「いきいき４・６」なんかの借り入れも含めて、現在はございません。そのた

めに、基金からの繰りかえ運用といいますか、借り入れもして整理していると。そういうよう

な状況になってございます。そういうことから、ちょっと繰上償還については、民間資金につ

いても最近借りているものがほとんどでかなり低いということで、当面繰上償還する予定につ

いては今のところございません。  

〇委員長（吉田和子君） 18番、加藤委員。  

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤です。大体わかりました。  

 後でまた資料をいただければありがたいと思うのですが、長期というと環境衛生債ですか、

それから土木債などが大きいのではないのかなと思うのですけれども、今伺うと違約金を取ら

れたり何かということで、やむを得ず高い利息を払っているというのもあるのでしょうが、今

残っているので、最高何年というのがありますか。今わからなければ後でも結構ですが、その

あたり伺いたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 辻財政課長。  

〇財政課長（辻 昌秀君） 金利の高い部分が何年残っているかという部分では、これもかな

り以前にさかのぼっての話ですので、それも後で確認してからお答えしたいのですけれども、

今のところ最近借りている部分で償還期間が長いのは公営住宅関係で25年です、据置期間３年

含みますけれども。あと水道会計への出資債で28年ぐらいですか、これは借りてから28年で返

すと、そういうものありますけれども、多分以前の公営住宅関係がそれなりに残っているので

はないかなと思います。  

〇委員長（吉田和子君） ５番、玉井委員。  

〇５番（玉井昭一君） ５番、玉井です。先ほど大渕委員が給与費のことで聞かれていました。

その中で、たまたま勧奨制度が出ていたものですから、勧奨制度のことについてちょっとお伺

いしたいのですが、一般退職者よりも勧奨制度の方々が、年数によって違うのでしょうけれど

も、約300万円ぐらい多く支払われると、そういうふうに聞いているのです。例えば仮に、私は

何も勧奨させろという意味で言っているわけではありませんから、それだけは誤解しないでく

ださい。いずれにしても、例えば55歳で勧奨退職しましたよとすると、仮に給与が700万円だっ

たよとすると3,500万円になりますよね、５年分で。そうすると、勧奨退職して、例えば仮に1,

000万円余分に上げたとしても、2,500万円は残ると。そういうふうに計算上はなる。だから、

私の考えですけれども、要するに勧奨制度の上乗せ分というか、その分を多くすべきでないか

と私は思うのです。これは、人事院の規定もあるのでしょうけれども、例えば独自の方法でそ
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ういうふうなことはできないのかなということをお伺いしたいです。  

〇委員長（吉田和子君） 三國谷助役。  

〇助役（三國谷公一君） 例を出されておっしゃいましたけれども、言っていることは、上乗

せを多くしてやれば、それは後でトータルで見れば人件費の削減になるのでないかと、こうい

うご意見だと思うのです。先ほども言いましたけれども、退職手当組合というのに我々加入し

ておりまして、そこで勧奨制度というのは決まりがあります。それで、運用してやっているわ

けなのです。だから、一定の率、何歳でやめた場合には、普通一般自己都合だと幾らだけれど

も、勧奨では幾らと、こういう表で年数でそれぞれ違うのです、大体今300万円とおっしゃいま

した。要は、上乗せできるかできないかということにつきましては、独自の退職手当制度を持

っていれば、市なんかは持っていますよね。そこに加入しないで、自分たちで基金を積んで退

職手当組合というのを持ってやる部分については、独自のそこの条例を定めればそれは可能か

と思いますけれども、そういう意味では我々は退手組合に加入しての支給ですから、どうして

もその部分では退手組合の今運用している制度以外はできないという認識しております。  

〇委員長（吉田和子君） ５番、玉井委員。  

〇５番（玉井昭一君） ５番、玉井です。恐らくそういうことだろうとは私も思っていました。

しかし、白老町の、例えば今財政の困難なときに、町長の権限か、それは理事者の権限かわか

りませんが、例えば議会と相談しながらでも、議会の許可を得てでも、そういうふうに僕はす

べきでないかと思うから言っているのだけれども、できない、できないでは何にもできないで

すよね。だから、まちの方針としてこういう条例をつくるのならつくるでもいいのです。要す

るにそういう方向づけをすれば、新陳代謝もできるというか、若手を入れることもできるとか、

50歳以上の方々に、失礼な話かもしれませんが、やめれという意味で言っているわけでないで

す、先ほど言ったことなのですが。要するにそういうふうな手当てを考えられないものかとい

うことを聞いているのです、私は。だから、できないではなくて、白老町独自の方法を何とか

ならないのかという意味を僕は言っているのです。その辺の見解。  

〇委員長（吉田和子君） 三國谷助役。  

〇助役（三國谷公一君） 私は、あくまでも現行制度の中では、今の制度の中ではできないと

いうふうに申し上げました、今玉井委員のご提言は、それは町の独自の政策といいますか、そ

ういうやり方、方向でできないのかと、こういうふうに承りました。それは、形としては、例

えば功労金というような、そういうことを理解してくれて、そういう功労によって上乗せしま

すよと。条例を例えばつくって、議会の議決をいただいてということも考えられないことはな

いかもしれませんが、それはちょっとはみ出しでやる部分ですから、一つは法律的に大丈夫か

ということと、もう一点は町民の理解を得られるか。やめても、その方は、また新たな収入を

得れるわけです。50でやめると、まだ10年でも15年でも働けるわけです。やめることだけをと

らまえて、そういった一つの一般的な基準よりも、さらに何百万も1,000万円も上乗せすること

に対して町民の理解を得られるかということが本当に大きな問題だというふうに考えておりま

す。  
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〇委員長（吉田和子君） ５番、玉井委員。  

〇５番（玉井昭一君） ５番、玉井です。言っている意味もわかるのです。 

 ただ、せっかく勧奨制度というのがある中で、活用されなければ意味ないのです。何のため

の条例かわからない、今までの退職者制度の中に入っているにしても。だから、これを生かす

にはどうするかということがやっぱり根本的な問題だと思うのです。今助役が言われたように、

それは例えば55でやめましたよと。よそで働くことができるのはわかる。しかしながら、就職

先もそんなに簡単にあるわけではない。これは、雇用難のときだから、はっきりしている。  

 それから、僕は職員の方に一人一人聞いたわけでないからわからぬけれども、もし55で仮に1,

000万円上乗せしてくれるのなら、おれは役場なんかやめたいのだと。例えばこう思っている人

がいたとしたら、これはやっぱり有効に進めるべきだなと私は思うのです。だから、そういう

アンケートもとるべきかどうかはわからぬけれども、そういう意思も聞きながら、そしてこの

勧奨制度が活用されるような方向づけにしていってほしいなと思うのです、私は。だから、そ

の辺の見解が、町長、そんな考えあるかないか、ちょっとその辺のことをお願いします。  

〇委員長（吉田和子君） 飴谷町長。  

〇町長（飴谷長藏君） 基本的には、私はもう退職した身ですから、あれなのですけれども、

やっぱり定年までいるのが一番本人の所得には結びつくのです。そういう中で、ただ玉井委員

言いましたように、組織の活性化とか、あと要するに世代交代も含めて考えた場合は、私は何

度も言いますけれども、たまたまこうだったから、今40、50になっても課長になれないのだと

か、上つっかえているのだというのは、これは若い人たちにとっても、組織を束ねて活性化を

図るという部分、特に若い人にはなかなか難しい、説得力のない話なのです。これが結局あき

らめになったりするものですから、本当はできるのであれば、今の退職金に、助役言いました

けれども、功労金みたいな形で議会初め町民が理解できれば、それと今の退職手当組合の方に、

例えば別口で積めないのかとか、そういうことも今検討したいなと思っていますけれども、い

ずれにしてもそういう組織の部分もあります。そして、今までであれば、やめたところにいろ

いろお世話できたのです、理事者が支援している団体に。私のときになったら、できないので

す、どんどん出てくるものですから。そこで、どこで序列をつけるのだと。私は、できないと。

これは、明らかに見えています。それで、その人が５年なり７年勤めようとしても、どんどん

出てくるわけですから、行って一、二年の人に、あなた、下つっかえているから、せっかく役

場やめて出ていっているのに、またやめなさいというわけにいかないのです。正直言いますと、

退職された方ほとんど、今まで何かないかと来ています。だから、私が言っているのはそこな

のです。ほとんどの方が来ています、何かあったらということで。だけれども、ないのです。

ないし、場所もない。これからもっともっとこういうことがあると思うのです。ですから、10

年前に本当はこういう基準を設けて、何らかのあれすればよかったのでしょうけれども、結局

私のときそういう番がまた回ってきているということなのです。ですから、本当にこれは課長

さん等にも悩みだし、我々も悩みだと思います。結局65まで年金が当たらないわけですから、

ではこの５年間どうするのだということなのです。本当に玉井委員言うように働く場所がない
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のです。役場職員の退職者だけ優先的に入れるというわけにいかないのです。そうなると、課

題は山積みなのですが、ただ、今玉井委員の意見のように、本当は勧奨の上にもっと優遇策が

できればと今検討中でございますので、ご理解いただきたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。  

〇９番（吉田正利君） ９番、吉田でございます。町長にお伺いいたします。  

 町長のポリシーの中に、例えば総体的な役所の運営について、課題解決型から目標挑戦解決

型の方にという、そのようなポリシーがあるわけでございます。それで、いろいろと職員の皆

さんにもご迷惑かけて、ある程度の痛み分けということでお願いすることになると思うのです

けれども、これは一時的にはききますけれども、長期展望に立って全体的なベースを調整して

いくということは不可能だと思うのでございます。それで、町長自身がお考えになっている現

状の目標解決型の体系に持ち込むという一つの考え方と、現実的に町職員の、要するに人件費

比率の問題を考えれば、ことしは一発きくかもしれないけれども、この次がどうかとなってい

くと、継続ではいくかもしれないけれども、そのようなことを考えたときに、どのような今の

ポリシーをこの給与の体系に結びつけていくのかということが非常に重要だと思うのでござい

ます。いろいろと論議されておりますけれども、私も年代だからどうこうということは、これ

は間違っているのではないかと。一つは、年代であっても、精神的な若さでそれだけに挑戦し

ていると、効果は出るわけです。  

 そこで、私が今お聞きしたいのは、このようなことで全体的な職員の人数が減ると、当然そ

の分だけ人は減ることわかるのですけれども、それはあくまでも長続きはしないだろうと。そ

うしたときに、町長が現在考えておりますような全体的な転換方策の中でどのように人事のシ

ステム、給与のシステムを結びつけようとするのか、ここに一つの大きな課題が出てくると思

うのです。私は、そういうふうな意味で、職員の給与は高くたっていいと思うのです。本来人

員が減らなくたって、現在の財政状態でも踏まえて目的を達成するような効果が出ていると、

あえてそのようなことを積極的にやってもいいのではないかと思っているのです。一つに、そ

ういうふうな観点からすると、要するに職員個々人の一般的に言う付加価値労働生産性とか人

件費、労務生産性の問題あるのですが、そのようなところを考えていきませんと、現実的に人

員だけに絞っていくということになっては大変だなと思うのです。  

 それで、今大体町の職員の給与体系見ますと、６・４でベース給と、それから手当の分類が

されているわけです。これは、非常に理想的な一つの計数だと思うのです。その中に、今言っ

たように町長が一つの将来像として描いている目標達成型の体制とこの給与体系について、何

もいじらないで将来の目標達成体系に移行しようとするのか、あるいは給与体系をどこに手を

つけて、そのようなことでやっていこうとするのか、その点についてちょっと表面的な内容で

申しわけないのですけれども、お聞かせいただきたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 飴谷町長。  

〇町長（飴谷長藏君） 私は、課題解決から目標達成ということで、絶えず掲げています。そ

の中で、例えば給与費とっても、50代の世代が１人退職したら、22歳の大卒であれば３人分の
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給与なのです。５人やめたら当然15人分。ですから、例えば年齢別のあれでいきますと、20代

で一人も職員がいないというのは結構ある。30代でもある。せいぜい多いときに３人とかです。  

 それで、例えば10年後、20年後になったら、今しのいでおくことによって、かえって20年後

の方がいいのです。３人、４人しかいないですから、例えば30代でも、多分30人ぐらいしかい

ないと思います。20代でももっと少なくなります。ですから、この間をしのげば、しのげばと

言ったらおかしいですが、そのためにいろんなシミュレーション使って、これからの人件費の

あれ見ているのですが、例えば10年後は職員大体100人ぐらい退職してきます。10年で約３分の

１ですか、そうなると給与費がぐっと下がるわけです。ですから、それもあって、やめるだけ

でなく採用します。採用しても、今の50代の我々の世代と新入の職員とでは３倍以上の差があ

りますので、結局将来のシミュレーションからいくとやっていけると、人件費の抑制につなが

っていくと。今はこういう感じなのです、完全に逆三角形なのです。そして、逆三角形もそう

なのですが、50歳を前後にして、こんなに思い切り膨らんでいるのです。そして、こういって

いるのです。ですから、10年後、やっとある程度、今の人件費のシミュレーションからいくと、

今の試算でいくと100億円までいかないのですが、大体80億円ぐらいの、今の人件費のベースで

いくと抑制できるという大体予想は立てております。  

 以上です。  

〇委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。  

〇９番（吉田正利君） 関連で、今町長おっしゃることはそのとおりなのです。人と人件費比

率掛ければ減るのはわかります。ただ、それだけで将来の一つの職員の給与体系というものを

見て、財源の調整をしようとするのかと。私は、給与体系を変える考えないかということでお

聞きしているのでございます。  

〇委員長（吉田和子君） 三國谷助役。  

〇助役（三國谷公一君） 現在の給与体系を変える気はないかというご質問でありますけれど

も、これにつきましては隣の苫小牧市も人事委員会というのを設けて、やはり市独自の給与制

度というものをつくろうと。これは、要は従来の人勧に基づく制度とは、言われていますよう

に地域の状況は違うよというところから新しい市長さんは発想されたというふうに聞いていま

すが、なかなかこれはその根拠ですね、制度というのを何に基づいて職員の給与を定めるかと

いうことで非常に難しい問題を潜在的に抱えているというふうに思っております。ですから、

するとすれば、民間の企業さんの給与実態調査をきちっとして、やはりそれに基づいて根拠性

を持って職員の給与は幾らだよと、こういうふうに定めなければならないわけですから、委員

おっしゃることはよくわかるのですが、現実の問題としてはまだまだクリアしなければならな

い問題を抱えているだろうなということで、当面はやはり国家公務員準拠型、人勧を尊重して

現状の形で職員の給与については決めて支給していく、こういう方法しかないのだろうなとい

うふうに考えております。  

〇委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。  

〇９番（吉田正利君） 町長にお伺いいたしますが、現在役所の方々でも、例えば能力給の体



 114

系を導入しているところが非常に多くなってきました。そういうふうな考え方でとらえたとき

に、今の町長のポリシーと、それらの体系を変えないで目標達成型と言っても、これはなかな

か結びつかないのではないかと思うのですが、この能力給体系等についてどのように町長はお

考えかということと、もう一つ、例えば現在の手当の中でも固定の手当と流動手当があるわけ

です、分析しますと。そういうのを考えたときに、流動性のある手当については、ある程度そ

のような能力給に基本の体系を変えなくても、システムを変えなくても、十分移行できる要因

があるのではないかという気もいたします。そのようなことを踏まえて、現在例えばここで勤

勉手当、ざっと見ると５％ぐらいのウエートを持っているわけですけれども、現在のシステム

はいいのですけれども、例えばそのようなとらえ方で部分的に町長の基本的な考えあるわけで

すから、ただ人員を減らしてこうだということは即効性があっていいのですけれども、これは

本来のそのような、本当の意味での人件費の効率化にはつながっていかないのではないかと。

人を減らせば減るのはわかりますけれども、そういうようなことを懸念いたします。  

 もう一つ、今の関連の中で、町長は先を読んで、人がこれだけ減るということを言っている

のですけれども、それでは私は職員の一つの意欲を欠くことになるのでないかと。だんだんみ

んな年いくわけですから、そんなことを含めて、もう少し合理的な体系を企画してもらって、

そしてやはりそのような将来において希望の持てる体制を今から企画する必要があるのではな

いかと思います。ただ、人を減らせばこうだということ、これはだれでも計算的にわかります

けれども、そのようなところがこれからの課題でないでしょうか。  

 関連なのですが、やはり町の財政がこうだと、よくわかるけれども、これだけの体制になっ

たら、今のような、例えば削減とか低減とかカットとかということに対しては、まず手を外す

と、そのような一つの時限的な考えもやはり打ち出していかないと、職員の意欲というのは当

然のことながら変えていくことになったと思うのでございます。その点について、能力の問題

と体系の問題について、ひとつ町長からお聞きしたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 飴谷町長。  

〇町長（飴谷長藏君） 私は、職員については能力あると思っています。ただ、長い間培った

役所の特異な文化というのもあります。確かに吉田委員おっしゃるように、まさしく民間の発

想だと思います。それを今ここで、我々二十数年、30年以上いた人に民間の文化といいますか、

民間の人には当たり前だと思うのですが、それを取り入れて、では果たして機能するのかなと

いう部分もあります。今すぐ取り入れると、大変な混乱起きると思います。混乱というのは、

能力的な部分。役所のとらえ方と違いますから、ただし役所としての能力のある人ばかりだと、

私はそういう考え方をしています。  

 ただ、人件費を減らすことがここのまちの生きる道だなというのは毛頭考えておりませんで、

まず先般も説明しました財政の総合対策でも入っていますけれども、人件費もその一つという

考え方をしています。当然本来であれば、人事評価も早く、私もやるという明言しましたので、

やらなければならないでしょう。ただ、そのためにはいろんな角度から見なければならないの

です、評価というのは。これが私の一方的な思い込みで評価するというわけにもいきません。
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今私自身も個人的に調べています。外国のやり方もちょっと調べたりしていますけれども、白

老町の生きる道については、行革も進めなければいけないと。それ以上に、我々は仕事あって

の職員ですから、サービスが第一主義です。町民に何もサービスできない。ただ、仕事だけは

ありますと。要するに経常費だけあって、事業費ないという役場になっては、これは役場が残

ってまちが残らないというようなことにもなりますので、そういうことがあってはならないと。

ですから、あらかじめ人件費でも何でも想定できるわけです。この想定できた段階で、やっぱ

り事業費といいますか、まちづくりのための事業費をきちっと残しながらやっていくためには、

人件費もあるし、行革でいう民間委託もあるし、移譲もあるかもしれません。そして、逆に大

なたを振るわなければならない場合もあると思うので、それらを今総合的にやったのが総合対

策ですから、一応19年まで示していますが、19年になったらまたどんな状況になるかわかりま

せんが、人件費だけは10年で大体七、八十億円ですか、今のベースでいくとそのぐらいになる

でしょうと。ですから、一番大変な時期というのは、大体19年ぐらいまでなのです、今のシミ

ュレーションでいくと。  

 以上です。  

〇委員長（吉田和子君） ７番、西田委員。  

〇７番（西田祐子君） ７番、西田です。今吉田委員の質問の中にもありましたけれども、勤

勉手当というものなのですけれども、そのお返事がなかったので、引き続いてお伺いしたいの

ですけれども、これは私も過去に勤勉手当というのをいただいたことありますけれども、その

ときは大抵景気がいいときで、ボーナス的な要素があったのですけれども、これは法制度上あ

るものなのでしょうか。  

〇委員長（吉田和子君） 三國谷助役。  

〇助役（三國谷公一君） これは、今言いましたように法制度的に認められているものでござ

います。これは、一律に全職員に対して支給しておりますが、先ほど吉田委員もおっしゃって

いましたけれども、この辺でいわゆる本来的には能率給というのですか、どれだけの仕事して

いるかということで、本当は差をつけるべきものだというふうに思っております。それで、こ

のことにつきましては、やはり評価というものが非常に重要になってまいります、先ほど町長

申し上げましたように。きちっと人事評価をした上で、それなりの差をつけて支給するのが本

来であろうかなと思っておりまして、これは人事評価と勤勉手当をきちっとリンクさせるとい

うことと、それから公務員制度改革という中では、能率給の導入なんかも、今法律が改正され

まして、我々の地方自治体の方もこういった能率給制度というのが近い将来には導入されると

いうふうに考えておりますので、そういうことも含めて今後検討させていただきたいというよ

うに考えております。  

〇委員長（吉田和子君） ７番、西田委員。  

〇７番（西田祐子君） 今の説明で大体わかったのですけれども、ここの勤勉手当ばかりでは

ないのです。やはり先ほどから町長の答弁を伺っておりまして、役場職員といえども、年齢構

成がどうのこうのとかいろいろありますけれども、私がもし役場職員の妻だったらと例えまし
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て、主人がある日突然、55過ぎたらやめてくれと肩をたたかれたとき、その後の生活どうしよ

うかと。簡単に人にやめなさいとかということは非常に難しい。そこの中で、やはり限られた

人件費の中でどれだけ若い人を採用するかということもまちの活性化につながってくると思う

のです。そういうことを管理職の皆さんもぜひ真剣に考えていただいて、自分の息子が大学卒

業した、白老のまちに帰ってきたい、就職先もない、役場も勤められない、臨時採用もしても

らえない。それで、本当に白老のまちが残っていくのだろうか。その辺を考えて、先ほども同

僚委員言っておりましたけれども、給与体系のことを真剣に検討していただければと思います。  

 以上でございます。  

〇委員長（吉田和子君） ほかに質疑のある方、ございますか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） なければ、これで歳出が終わりました。  

 ここで歳出全般について、特に質疑漏れの方がおりましたら、どうぞ。  

 10番、宗像委員。  

〇10番（宗像 脩君） 宗像です。あちこち全部にかかわってくるのですけれども、285ページ、

教育費の中で話をしたいと思いますが、使用料及び賃借料のことなのです。例えばこの教育費

の中では、電話機器賃借料が33万9,000円というふうに出ているのですけれども、賃借料ですか

ら、買うよりは借りた方が安いという、そういうことだろうと思うのです。ほかの方を見ます

と、重機の借上料もあります。まさか重機は何百万円、何千万円とするわけですから、それは

そのとおりだと思うのですけれども、電話機、ファクシミリ、こういうのが果たして賃借して

どの程度得するのだろう。私の言いたいのは、賃借料よりも、こういうものは買った方が得で

ないのかという、そういう考えで今言っているわけですけれども、いかがでしょうか。  

〇委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。  

〇学校教育課長（目時廣行君） 購入した方が安いか、あるいは賃借した方が安いか、物によ

ってというふうに考えております。それと、既に何年も前からリースして、それは継続して計

上しているというものもあるかと思います。これは、当然今までもやっているかと思いますが、

買い上げてやった方がいいのか、借り上げて、保守点検込みで、どちらがトータル的に安いか、

それは当然過去にもやっているかと思います。また、今後も当然そういった比較して、安い方

を選択すると、こういう考え方になると思います。  

〇委員長（吉田和子君） 辻財政課長。  

〇財政課長（辻 昌秀君） 全体的なお話ししたいと思いますけれども、この機械関係の賃借

というのは主にリース料ということで、今おっしゃったように電話機もあればパソコンもある

し、また車なんかも一部あります。それで、基本的な考え方といたしまして、年度間の負担を

ならすといいますか、こういうものを購入するというのは大体経常的な枠の中で買うというこ

とから、経常経費の中ではなるべく年度間の負担をならすということで賃借料としております

けれども、ただ金額の安いもの、最近も一部コピーの機械、出先に行って使うというような、

そういう小さな機械なんかは一応リースになると、多少やっぱり利子なんかもかかりますので、
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そういう形で備品購入費で買うと、そういうようなこともやっておりますけれども、統一的に

幾ら以上がリースで、幾ら以上が備品にするかと、そういうような取り決めはないですけれど

も、そのときの財政状況によって判断しているということです。ただ、幾ら賃借料、リース料

で計上しているということで、例えば５年間というような形で決めたとしても、その後使える

ものは引き続き使って、リースの金額は大幅に10分の１程度に減額するとか、そういうような

工夫はしてございます。  

〇委員長（吉田和子君） ３番、山本委員。  

〇３番（山本浩平君） ３番、山本でございます。289ページです。北海道栄高等学校運営費、

私立高校への補助金のことなのですけれども、このぐらいの金額、350万円ぐらい補助金出して

いるということなのですけれども、栄高自体の物品購入に関してなのですけれども、私の聞き

かじっているお話ですと、皆無ではないのですけれども、ほとんど栄高は物品購入に関しては

本部一括調達というのがメーンで、余り町内業者からいろいろな備品、例えば文房具にしても

そうですし、制服ですとか、いろんなものがあると思うのです。そういったものが余り町内で

は調達されていないという認識でおります。  

 また、校舎の建設に当たっても、大手ゼネコンさんが建設いたしました。そのときに、これ

はもちろん民間ですから、値段の問題もあるので、当然下請も値段の合うところというところ

になったのでしょうけれども、それもほとんど町内業者は入っていなかったのです。どうして

も地元でないと調達できないような建設資材関係は地元から入りましたけれども、そういうよ

うな状況。今後もまた、例えば施設の整備だとか、いろんなことをこれから考えられますです

よね、拡充ですとか。そういったときに、やはり公共工事ではないにせよ、補助金出している

わけですから、できるだけ町内業者からやはり購入していただくような、そういう働きかけと

いいますか、そういったものも必要になってくるのでないのかなというふうに思っているので

すが、現在の私の認識が合っているのかどうなのかということも含めまして、ちょっと回答い

ただければというふうに思います。わかる範囲で結構です。わからなければ、わからないとい

うことでも結構なのですけれども。  

〇委員長（吉田和子君） 三國谷助役。  

〇助役（三國谷公一君） ただいまの件でございますけれども、町内での物品調達ということ

で、正直申し上げまして、詳しいところまでは押さえてございません。いずれにいたしまして

も、建設当時もそういうような事務調達ということは、当然できる範囲でお願いをしていたこ

とでございますし、今おっしゃられました点につきましては、相手ございますから、できるだ

け価格の問題ですとか、それからおつき合いのこともございますでしょうから、なかなか難し

い面はあろうかと思いますが、機会あるごとに、今後ともそういうお願いはさせていただきた

いと考えております。  

〇委員長（吉田和子君） ５番、玉井委員。  

〇５番（玉井昭一君） ５番、玉井です。319ページ、白老町中央公民館暖房改修事業、先ほど

聞こうと思ったのですが、この件、トイレの改修工事も含めてどんな工事をするのか。特に暖
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房工事についてはどんなシステムでやるのか、その辺を若干でいいですから。  

〇委員長（吉田和子君） 渡辺社会教育課長。  

〇社会教育課長（渡辺裕美君） まず最初に、コミュニティセンターの多目的トイレの改修に

ついて。これにつきましては、今身障用のトイレがございます。そこの内部を改修するという

形で、便器を洗浄式の便器に変えていきます。それと、ベビーシートを取りつけていくという、

そういう事業になっております。  

 それと、中央公民館の暖房改修事業です。これにつきましては、公民館の講堂の暖房につき

ましては、床暖を建設当時からしております。ただ、そこのところがだんだん老朽化して、暖

房がきかなくなっているというところから、この次は床暖ではなくて、壁面のパネル式の暖房

を取りつけ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。  

〇委員長（吉田和子君） ５番、玉井委員。  

〇５番（玉井昭一君） ５番、玉井です。わかりました。  

 そうすると、今までの床暖房はやめるということなのですか。やめて、壁面に変えるという

ことなのですか。  

〇委員長（吉田和子君） 渡辺社会教育課長。  

〇社会教育課長（渡辺裕美君） 床暖の部分に使っていた温水のものを壁面のパネルをつけて

いくということです。  

〇委員長（吉田和子君） ５番、玉井委員。  

〇５番（玉井昭一君） ５番、玉井です。ですから、今まで床暖房していたところは、一切お

湯を通すのはやめて、そしてパネルにするということですかと聞いているのです。  

〇委員長（吉田和子君） 渡辺社会教育課長。  

〇社会教育課長（渡辺裕美君） そのとおりです。  

〇委員長（吉田和子君） ５番、玉井委員。  

〇５番（玉井昭一君） それは、私は構わないのだけれども、システムは。どういうふうにす

るか、今聞いたとおりだと思うけれども、ただ床暖房を今までしていたところをまるっきりや

めると、コンクリートですから、温度が入っていたときはやわらかく感じますが、今度は物す

ごくかたいのですね。お湯を通さないということは、歩いていてかたく感じるのです。その辺

のことは全然補強も何もしないで、ただ単にパネルヒーターをつけるということなのですか。  

〇委員長（吉田和子君） 渡辺社会教育課長。  

〇社会教育課長（渡辺裕美君） 今の段階では、床暖を通さないことによって床がかたくなる

と。それに関する修繕みたいな工事というものは、ここの中には含んでいない状態で予算計上

しておりますので、考えてはおりませんでした。  

          〔「全然言っている意味がわからない」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 煤孫助役。  

〇助役（煤孫正美君） 床暖房の話なのですけれども、今課長が言われたとおり、どうして工
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事をやるかということになると、ご存じだと思うのですけれども、冬期間暖房がきかないとい

うことで、まずそれを目的に暖房の施設変更ということで考えておりますので、なるべくお金

をかけないということを考えた上で、現在の床はさわらないで、そしてなるべく経費をかけな

いような形で暖房設備をやりたいということで、形については先ほど課長が言われたような形

で進めていきたいというふうに思っております。  

          〔「１回だけ、委員長、いいですか」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（吉田和子君） どうぞ。  

〇５番（玉井昭一君） 済みません、４回目ですから、これ以上は聞けないのですが、根本的

にお金かけないようにすることはわかるのです。しかし、機能として大変なことになるのです、

このやり方は。私は、技術的に思うのです。その辺をどういうふうに相談して、この1,000万何

がしの予算を決めたかわからないけれども、お金かけないのはわかる。だけれども、こういう

ふうにやったら、間違いなく何か問題起きます。私そう思うのです、今の言い方であれば。だ

から、根本的に床暖房を全部一回はがして、もう一回床暖房をやり直すというのならわかるけ

れども、パネルヒーターだけを置いて、そして床はそのままというのであれば、必ず問題起き

ますと僕は思うのですけれども、この話は、もしこれからまだかかるようであれば、もっとし

たいと思うけれども、どこの業者とどういうふうに相談したかわからないけれども、ただ見積

もりしてくださいと頼まれれば、ああ、わかりましたと見積もりしたのでないかと私は思うの

だ。全体的な機能を考えて、専門の業者のコンサルというか、そういうところに頼んで、1,000

万何がしという予算を組んだのかどうかわからぬけれども、今の言ったようなことであればち

ょっと問題起きるなと私は心配しているのですけれども。  

〇委員長（吉田和子君） 煤孫助役。  

〇助役（煤孫正美君） まず、事情を説明して、専門の技術さんに見積もりをとってもらって

おります。その中でいろいろ検討はしておりますけれども、見積もりをもらった時点では、そ

ういう問題は将来的に発生しないだろうというような想定でもらっていますので、暖房の施設

もそういう形で変えるということで、金額だけ計上したということでございます。ただ、今言

われるようなことの心配ということもありますので、それについてはさらにまた専門の技術さ

んと打ち合わせをしたいというふうに思っております。  

〇委員長（吉田和子君） ９番、吉田正利委員。  

〇９番（吉田正利君） ９番、吉田です。現在審議させていただきました全体的な科目の中で

共通課題として、要請と今後の研究課題として一つ質問させていただきます。各項目の中に、

要するに公共施設の管理に関連する委託料を計上されているわけですけれども、町長が常に話

しておりますように、要するに各部署の横断的な管理を徹底したいということも再三聞いてお

ります。私もこれを拝見するに、いろんな委託料の中に各施設ごと、例えば役場、病院、福祉

センター、コミセン、小中学校、保育所、公民館、生活館、児童館などなど、これらに関連す

る施設の委託節内の管理委託の内容がほとんどラップしているわけですけれども、個別に見積

もりをとって計上しているのか、あるいはこれを役場本体で統括して、そして総合的な財政を
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考えて運営をしているのか、ちょっと詳しいことはわかりませんけれども、そのようなことを

見るときに、これを一括管理、運営でなくて管理上です。一括管理して、この予算管理に当た

っての計上したら非常に効果が出るのでないかと、そのように考えております。もし各施設ご

とにこれらを計上して、単独で見積もりをとって計上しているのであれば、早急にこれをやは

り変えて、この段階から財政効果を出すべきでないかという考えを持っておりますが、いかが

でございましょう。  

〇委員長（吉田和子君） 辻財政課長。  

〇財政課長（辻 昌秀君） 主に施設の保守点検含めての施設管理の委託料についてのご質問

ですけれども、予算の組み方としては、各施設管理者、各課がそれぞれ見積もりをとって要求

してくると。そういう意味では、個別にというご指摘のとおりでございます。ただ、一部、例

えばエレベーターとか、幾つか各施設共通的な項目については一括できないかと、そういうよ

うなことでの、これまでのいろいろな経費の見直しの中での内部の検討もございまして、検討

している実績もございます。ただ、エレベーターについて申し上げますと、みんなそれぞれ専

門的な会社がやって、エレベーターなんかの場合は、やはりそれぞれの会社の系列でなければ

できないということで、どうしても対応できないというものもございます。すべての項目にわ

たって、そのような観点で見直ししたということではございませんので、今吉田委員ご指摘あ

った事項は、今後検討させていただきたいと思います。  

 ただ、項目的に共通するものは、予算計上は別々であっても、契約としては一括して見積も

りをとるとか、最終的にですね。そういうような方法で実施しているものもありますので、予

算計上こういうことですけれども、実施段階で共通的な見積もりとれるものはそういう形で精

査してまいりたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。  

〇９番（吉田正利君） 吉田です。ぜひ合理的に全施設を統括して、共通できる発注項目につ

いては、やはり一括物量のコストをはじいて、効果を出すようにご努力いただきたいと思いま

す。お願いいたします。  

〇委員長（吉田和子君） ７番、西田委員。  

〇７番（西田祐子君） 先ほど質問しそこねたのですけれども、289ページの私立高等学校の助

成のところで関連でお伺いしたいのですけれども、先日町長のところに東高校と栄高校のアー

チェリーの全国大会に出場される２人が表敬訪問されたと思うのですけれども、この２人につ

きまして、栄高校の父兄の方から垂れ幕をつくろうかという話がありましたけれども、それだ

ったら東高校の生徒どうするのだということになりまして、それでは片方だけ下げるわけにも

いかないよねということで、こういうような場合もあるものですから、去年も白老中学校のお

子さんが全国大会行ったりとかして、私再三垂れ幕をぜひつくってほしいというふうにお願い

していたのですけれども、なかなか予算がないということでいろいろあるのですけれども、野

球ばかりではなくて、やっぱり全国大会に行ったときに、それなりのいい成績がとれそうだと

思う選手に対して垂れ幕などをぜひつくっていただいて、頑張ってほしいと町民の皆さんが願
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っているのだよというような、元気まちしらおいのそういう顔であってほしいなと思うのです

けれども、いかがでしょうか。  

〇委員長（吉田和子君） 三國谷助役。  

〇助役（三國谷公一君） 今東高校の話出ましたけれども、野球ばかりでなくというお話あり

ましたけれども、野球の場合は、例えば夏でしたら朝日新聞社ですか、主催しているのは。そ

この方から、甲子園出ますと懸垂幕が来るのです。それを掲げているような状況なのです。役

場の方には、実際にそういった全国大会出たりなんかして、役場の方で用意して幕を掲げたと

いうケースはないのです。それで、個々に対応させていただいているのは、場所はコミセンの

壁面でも役場庁舎でもお貸ししますよと。ただし、そのものについては、それぞれのところで

ということでお願いはしている経過なのです。一つ私ども考えたのは、例えば幕をつくってお

いて、いろんな出るときに中身を変えられないかということで考えてみたのですけれども、現

実的にはちょっと難しいということがございまして、それとどの範囲まで、全国大会がいいの

か、また全道大会というのもありますし、いろんな形でそういうものがございますので、なか

なか一概に、例えば全国大会に出たときに役場で全部用意してというのは基本的に難しいかな

という考えでおります。ですから、その辺は、場所はお貸ししますけれども、個々の対応をお

願いするしかないかなと、現状ではそういうような考えでおりますので、ご理解をいただきた

いと思います。  

〇委員長（吉田和子君） ７番、西田委員。  

〇７番（西田祐子君） その個々の対応なのですけれども、今言いましたように東高校と栄高

校なのです。正直言って困ってしまいましてというのもありますし、また垂れ幕自体がそれほ

ど値段が高いわけではないですし、苫小牧とかほかの市町村に行きましたら大きな垂れ幕いっ

ぱい下がっているのをよく見るのです。そうしたとき、白老だって結構元気で頑張っているの

に、何か寂しいなという思いがありまして、例えば役場の方で基準をつくって、全国大会でど

うもメダルとりそうだなとか、何かそういうようなものとか、学校の方から推薦もらうとか、

何か１本や２本ぐらい下げてくれてもいいのではないかなと町民としては思ったのですけれど

も、いかがでしょうか。  

〇委員長（吉田和子君） 三國谷助役。  

〇助役（三國谷公一君） ご趣旨は本当によくわかるのですけれども、やはりほかのまちの例

出ていましたけれども、苫小牧市さんなんかも聞きましたら、庁舎内に懸垂幕されているとい

うのも、それは市で用意しているのではなくて、それぞれの後援会でありますとかＰＴＡの

方々のものを掲げさせているのだというようなお話もお聞きしました。  

 なかなか基準を設けるのが難しいなという、実際にはそういうふうに思いますし、検討した

いとお答えしたいところなのですけれども、現実的にはちょっと厳しいかなという気がします。  

 あと今言ったように、とれそうだからということではなくて、例えば一定の全国大会で成績

を上げてきたという場合については、それはちょっと別な話になろうかと思います。ただ、懸

垂幕ばかりではなくて、町のそういったことをお祝いしてあげたり、そういうものを掲げたり
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するというのは、それはまたちょっと別な問題になろうかなと思いますので、そういうところ

でご理解をいただきたいなと思います。  

〇委員長（吉田和子君） ７番、西田委員。  

〇７番（西田祐子君） ありがとうございます。  

 それでは、優勝してきたりとかしたときには下げてもらえると理解してよろしいですね。  

〇委員長（吉田和子君） ８番、近藤委員。  

〇８番（近藤 守君） 近藤です。消防の防災会議関係の関連でちょっと２点ほど質問したい

と思います。  

〇委員長（吉田和子君） ページ数わかりましたら、ページ数言ってください。  

〇８番（近藤 守君） 279ページの一番下段、防災会議運営経費とありますけれども、関連で。

白老町は、過去８年の間に６回、町民防災訓練を実施しており、それなりの成果を上げたと思

います。ことしは、特に計画にのっていないので、やる気があるのかないのかということをま

ず１点と、それから消防庁舎の関係で、例えば中に消防車とか救急車が入っているときに震動、

幾らかの地震があったりして、たまたまシャッターが上がらなくなって出られないとか、天井

につっている構築物が落ちて、そういうものが出動できないという場面が想定されるわけです

けれども、そういう出動待機といいますか、そういう待機命令というのは実際にあると思うの

ですが、どんな状況になったときにそういうことを発令するのかという、この２点について伺

います。  

〇委員長（吉田和子君） 白崎総務課長。  

〇総務課長（白崎浩司君） 防災訓練ということで、数年前から各地区に分かれて、地区ごと

の防災訓練を行うと。一昨年ですか、総合訓練ということでやっておりました。今手元にちょ

っと、ことしの計画、この前の防災のフォーラムか何かでは、たしか今年度計画していると言

いましたけれども、地区とか、今手元に押さえていませんので、早急に答弁させてもらいます。

よろしくお願いします。  

〇委員長（吉田和子君） 前田消防長。  

〇消防長（前田登志和君） 地震時における消防の出動態勢でございますけれども、地震が発

生した場合、初動の行動としまして、どのような小さな地震でもシャッターの開放、これをま

ず行うということを行っております。それと、昨年の十勝沖のときにもあったのですけれども、

とある庁舎で車輪どめをしておかなかった、サイドブレーキだけだったということで、車が踊

りまして、壁にぶつかって車が壊れたというふうなケースがありますので、車輪どめの徹底と

いうことを指示しております。  

 以上です。  

〇委員長（吉田和子君） 17番、及川委員。  

〇17番（及川  保君）  17番、及川です。教育費、282ページ、これまた関連で、この中にのっ

ていないものですから。避難の家というのがありますよね。これは、去年何カ所ぐらい、結構

見かけるのですけれども、旗ありまして、どういう基準。いつぐらいから行っているのかとか、
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それから何カ所町内に設置しているのか。それと、これは実際まちが直接やっているわけでは

ないですね。その辺のこと、まずお伺いしたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 渡辺社会教育課長。  

〇社会教育課長（渡辺裕美君） 避難の家の関係、町内全部で何カ所というのが把握できてお

りませんので、確認をいたします。  

 それから、避難の家の事業自体は、白老町育成町民の会の方で事業として開催しているもの

です。  

〇委員長（吉田和子君） 17番、及川委員。  

〇17番（及川  保君）  及川です。実は、この避難の家なのですけれども、日中、どうも人が

ほとんどおらないところがあるのだと。２カ所、実は私どもの方に話がありまして、いざとい

うときのための避難の家ということで指定されておられると思うのです。おらないとなると、

一体いざというときにどうするのだろうねと、こういう話があるのです。この設置の仕方、避

難の家として受けてくれる方々もあるわけですから、非常に難しいなと思うのですけれども、

現実にいざというときに頼れるということになると、きちっとしていただきたいものだなとい

うふうに思うのです。その辺のことをお聞きしたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 渡辺社会教育課長。  

〇社会教育課長（渡辺裕美君） 今お話のとおり、避難の家の設置については、そこのお宅の

方のご協力をいただいて設置をさせていただいております。そこの家庭によっては、当然昼間

留守のところもございます。状況としては、昼間だけが、子供の通学路ですとか、子供たちが

通う、それからかかわるような場所に避難の家を設置していただいてはいるのですが、昼間だ

けではなくて、夜もという考え方もしておりますので、昼間そこのところがなくても、夜いら

っしゃるときに、またそこは避難の家としての活用もさせていただくという、そういうような

場面もあるものですから、昼間留守であっても、そこのところでご協力いただければ設置をさ

せていただいているということでございます。それと、合わせて町内で178カ所設置をさせてい

ただいています。  

 以上です。  

〇委員長（吉田和子君） ほかに質疑のございます方、どうぞ。ございませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） これで歳出を終わりたいと思います。  

 暫時休憩をしたいと思います。  

          休憩 午後 ２時２１分  

                                           

          再開 午後 ２時４０分  

〇委員長（吉田和子君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  

 先ほどの加藤委員の質問と、それから近藤委員の質問に対しての答弁、保留していた分をお

願いいたします。  
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 辻財政課長。  

〇財政課長（辻 昌秀君） 私の方からは、加藤委員の12款公債費についての質問について保

留した点、お答えいたします。  

 長期債の借り入れ利率のご質問でしたけれども、金利の高いものというようなご指摘でござ

いますので、一応７％以上のものを整理してございますけれども、昭和54年から59年度までの

昭和50年代の部分が７％を超えておりまして、15年度末で２億3,600万円ほど残高が残っており

ます。このうち一番高いものが昭和55年度の7.5％ということになっておりますけれども、これ

はあと償還期間２年ほどで終わるということで、これらすべて公営住宅と義務教育施設に関す

る建物関係で25年償還ということでありますので、これらはおおむね５年以内には償還が終わ

るということになりますけれども、ただ繰上償還につきましては、違約金等の問題がちょっと

ありますので、一応試算しまして、あと問題は繰上償還しようにも財源をどう確保するかとい

う問題ですので、その辺の部分を検討できるようであれば検討するということでご理解いただ

きたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 白崎総務課長。  

〇総務課長（白崎浩司君） 私の方から、近藤委員の防災訓練の関係でお答えいたします。  

 先ほどの答弁と若干重複する部分ありますけれども、一昨年総合訓練を行いまして、その後

各地区につきましては隔年実施の方向で検討しているということで、16年度については実施す

る予定で予算を組んでおります。実施に当たっての場所といいますか、地域ですけれども、こ

れは最終的には町連合の事務局と詰めていきたいとは思っておりますけれども、今の時点では

北吉原地区から要望が上がっているということで、これから最終的な詰めに入りますけれども、

そういう方向でいきたいというふうに考えます。  

〇委員長（吉田和子君） 次に、債務負担行為、地方債及び歳入に入りますが、ここで一言お

願いをいたします。  

 先ほど歳出全般で質疑漏れを受け付けましたけれども、でき得る限りこのページ内での質問

をしていただきたいというふうに思いますので、どうぞご協力をよろしくいたします。  

 まず、ナンバー１から、初めに６ページ、７ページの第２表、債務負担行為及び第３表、地

方債について、質疑をお受けいたします。質疑のございます方、どうぞ。ありませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 次へ進みます。  

 ナンバー２、14ページから18ページまでの１款町税全般について質疑のございます方、どう

ぞ。  

 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。個人町民税についてちょっとお尋ねをしたいのです

けれども、ことしの分はまだ出ていませんけれども、昨年度の分の不納欠損額がいかほどかと

いうことと、この中で時効中断をしている部分がどれぐらいあるか。なぜこういうことを聞く

かというと、もちろん納税の義務があるわけですけれども、同時にやはり大変な方には大変な
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方の措置をしなくてはいけないということもございますので、不納欠損全部が悪いとか時効が

悪いということではないのですけれども、時効中断なんかを考えないと、これから財政面で大

変になるだろうということが１点。  

 それと、もう一点、聞き及ぶところによると、個人町民税を払っていない場合は、公営住宅

の入居等々、制限があるやに聞いております。それから、例えば嘱託職員の募集、そういうこ

とにも何か制限があると。それは、何か決まりでやっているのかどうか。それは、税務課は関

係ないのかどうかわかりませんけれども、そこら辺がどういうことになっているのか、ちょっ

とお尋ねをしたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 前田税務課長。  

〇税務課長（前田博之君） 町民税の不納欠損の額ですけれども、約1,280万円ほどございます。

それで、不納欠損の時効の中断でございますけれども、時効を迎えるものはありませんけれど

も、執行停止等を含めて590件あるということです。  

〇委員長（吉田和子君） 松井都市整備課長。  

〇都市整備課長（松井俊明君） 公営住宅の入居制限というご質問ですけれども、白老の町営

住宅条例第６条には市町村民税国民健康保険税及び公課金を滞納していないことということで、

税金を滞納した場合については町営住宅の入居資格はないということで取り扱いをさせていた

だいております。  

 以上でございます。  

〇委員長（吉田和子君） 白崎総務課長。  

〇総務課長（白崎浩司君） 嘱託職員の関係ですけれども、募集要項とか条件の中には、そう

いうことはうたっておりません。それから、決まりがあるかということのご質問です。それも

ありません。ただ、内部の取り扱いとしまして、やはり町の職員になるということであれば、

納税状況がどうなのかということは調べさせてもらっています。  

 以上です。  

〇委員長（吉田和子君） 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。なぜこういうことを聞くかというと、やっぱり今の

状況で、例えば不納欠損で1,200万円、約1,300万円ですか、これが不納欠損で落ちていくとい

うことは、白老町の財政にとっては非常に大きな部分なのです。今５万円、３万円、10万円の

話ししている中で、もちろん無理やり取れとか僕はそういう考え方は全くございません。  

 ただ、やはり一般的にいう、どこで線引くかということは難しいけれども、悪質滞納者等々

含めて、対応がきちっとしていかなくてはいけないだろうと。随分うわさなんかに、払わなか

ったら５年間頑張れば不納欠損で落ちるのだよというようなお話なんかもございます。そこら

辺、対応がこれからもう少し、無理やり取るのでなくて、変えなくてはいけないのでないかな

というふうに思うのですけれども、その考え方が一つです。  

 それと、もう一つは、個人町民税で今滞納額が一番多い人でどれぐらいございますか、１人

で。  
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〇委員長（吉田和子君） 暫時休憩いたします。  

          休憩 午後 ２時４８分  

                                           

          再開 午後 ２時４８分  

〇委員長（吉田和子君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  

 前田税務課長。  

〇税務課長（前田博之君） １点目ですけれども、まずありきたりの言い方になると思います

けれども、納税の義務を負うということになっております。それと、納税というか、公平性か

らいくと、これはやっぱり限りなく私たちは納税していただきたいということであります。  

 それで、今言われた問題の部分については、先般財政総合対策の中でもいろいろな給与を押

さえると、３点ほどいろいろな条件入っていますけれども、そういうものについて極力私たち

は努めて、少しでも税金を納めてもらうというような体制をとっております。  

 それで、一言言わせていただきますけれども、道の税務事務所等からお話聞くと、うちの税

の職員は、今言ったような財産の差し押さえ、給与の差し押さえ等々については、みずから職

員が法律の勉強をしてやっているということに対しては、私が言うわけでなくて、過去の職員

の積み重ねもあると思いますけれども、その部分については道からも期待されておりますので、

私たちもそれを含めて、公平の原則からいけば一円でも取っていきたい、こういうような形に

考えております。  

 それで、個人のベストワンということで、調べ方いろいろありますけれども、今のところ道

町民税で滞納の額の一番多い額が約900万円強になっております。  

 以上です。  

〇委員長（吉田和子君） 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。詰める詰めないの話ではないです。当然こういう方

については時効中断をされていると、また不納欠損で落とすというような措置は、例えば１番

目から10番目ぐらいの方については、それだけ税金かかっているということは、それだけの所

得があったか財産を持っているかということの理解になりますので、そういう方については当

然不納欠損だとか、落としたりしないで、時効中断できちっとやっているという理解でよろし

ゅうございますか。  

〇委員長（吉田和子君） 前田税務課長。  

〇税務課長（前田博之君） すべてでないですけれども、ケース・バイ・ケースの中ではそう

いうふうになるべく努めております。  

〇委員長（吉田和子君） ほかに質疑のございます方、どうぞ。ありませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 次へいきます。  

 ナンバー３、20ページから32ページまでの２款地方譲与税、３款利子割交付金、４款配当割

交付金、５款株式等譲渡所得割交付金、６款地方消費税交付金、７款ゴルフ場利用税交付金、
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８款自動車取得税交付金全般について質疑のございます方、どうぞ。ございませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 次へいきます。  

 ナンバー４、34ページから42ページまでの９款国有提供施設等所在町助成交付金、10款地方

特例交付金、11款地方交付税、12款交通安全対策特別交付金、13款分担金及び負担金全般につ

いて質疑のございます方、どうぞ。  

 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。交付税について若干お尋ねしたいのですけれども、

今国の方は補正係数を都道府県締めてきていますよね。それを市町村についても逐次見直すと

いうような方針で第１点目はやっていると思うのですけれども、その影響力が白老町に出るの

はどれぐらいで、どのような形であらわれるか、もしわかればひとつ教えていただきたいとい

うことが１点。  

 それから、もう一つ、段階補正の関係で16年まで小規模自治体に対して今まで、言い方をち

ょっとあれすれば締めてきたといいましょうか、そういう状況ですよね。それは、17年度以降

見直して、もっときつくやるというふうに言っているのですけれども、それは１点目と同じ、

来年ですから、白老町にどのような形で影響が出るというふうに見ていらっしゃいますか。ま

ず、その点お尋ねをしたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 辻財政課長。  

〇財政課長（辻 昌秀君） ご質問の、まず補正係数ですけれども、交付税については簡素化

するという考え方の中でこういう補正係数見直しというようなことが出ているかと思います。

ただ、これが具体的に16年度にどういう形で出るかというのは、毎年これまでの交付税もそう

なのですけれども、実際算定が終わってみないと、なかなかちょっと把握できないという状況

です。簡素化という中では、人口規模等での、逆に段階補正とはまた別の人口に関連する部分

なんかもあろうかなと思いますけれども、これも都道府県と市町村の割合についても詳しい情

報はちょっと入っていないので、算定結果を待って、機会ありましたらその辺ご説明するとい

う形をとりたいと思います。  

 あと段階補正については、これは白老町の場合、人口２万2,000人規模ということで、これま

でも大体1,500万円から2,000万円程度、二、三年の算定の中でそういう影響が出てきておりま

すけれども、今後の部分については、同じような流れはあろうかなと思いますけれども、金額

的に幾らでというのは、これも情報が入っていない中での話ですけれども、これまでの推移で

いけば、数千万円程度ということになりますので、一番影響が大きいのは、やはり全体的な交

付税の縮減の部分がかなり大きいのかなというふうにとらえております。  

〇委員長（吉田和子君） 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。三位一体改革の中で、実際には税源移譲が一千何百

億円ですか、全体で。それで、そういう中で交付税だけはどんどん、どんどん減らすと。税源

移譲がさっぱり進まないと。これは、地方自治体、来年になったらもっときつくなるのははっ
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きりしています。ですから、それが合併論にもちろんいくわけなのだけれども、一つは地方自

治体として自分たちが努力する以外に、国に対する、例えば税源移譲の問題や、交付税会計そ

のものが物すごく赤字だから、そこはなかなか大変かもしれないけれども、しかし地方六団体

の運動がこれからあるというのだけれども、それだけではもういかないのではないのかなと。

結果的には、最終的には国が言っている合併に追い込まれていくような気がするのだけれども、

税源移譲の見通しの方は、来年度はもうちょっと強化されるというようなことになっています

か。  

〇委員長（吉田和子君） 辻財政課長。  

〇財政課長（辻 昌秀君） 税源移譲というのは、これは交付税の関連も多少ありますけれど

も、基本的には国庫補助負担金の、これは一般財源化といいますか、国庫補助金の削減にかか

わって、義務的経費については全額、奨励的経費については８割ぐらいにということで、そう

いうのが昨年度の骨太方針の考え方ですけれども、ただ結果的には16年度の全国ベースで申し

上げますと、国庫補助金については、これは公共事業も含んでいますけれども、１兆円程度と。

公共事業はちょっと別枠でということで、税源移譲が6,500億円ですか、65％。多分公共事業を

外せば、一応国が言う８割とか、そういう数字にはなっていると思います。 

 ただ、問題はこの税源移譲がなされても、人口の多い自治体、都道府県については、これは

十分補える形になろうかと思いますけれども、人口の少ない自治体については、もともとふえ

るべき税の部分がパイが少ないということで、白老町にとっても国庫補助金が１億2,000万円ぐ

らい減額になったけれども、税源移譲が3,500万円程度だったと、そういう厳しい状況かなと思

います。これに対して17年度については、基本的な考え方は、多分昨年度の骨太方針と同じよ

うな形でいけば、やっぱり同様な形でいくのかなと。ただ、国庫補助金の減ってくる部分、特

に公立の保育園の減った分については、逆にこれが一般財源化ということですから、単に補助

金減るだけではなくて、交付税としてはふえる要因。交付税の方の基準財政需要額に算入にな

ると、そういう部分がありますので、この辺は実際どういう形で算入の分がふえて、結果とし

て交付税がどの程度影響受けるかというような、これも７月の交付税算定見なければわからな

いのかなと、そういうようなふうに押さえております。推測としては、そういう公立保育園の

１億1,200万円ほど補助金が減ってくる分も含めて、交付税としてはトータル１億8,500万円減

ると、そういうような見方しておりますけれども、実際７月の算定の中で確認しまして、議会

の方にも機会がありましたら、なるべく早くそういう結果の分析、結果をお伝えしたいと思い

ます。  

 あと国等に対する働きかけの部分ですけれども、きょう実は情報が入っておりまして、地方

六団体、これは町村会のほかに全国町村議会議長会も入っておりますけれども、５月25日に東

京において地方財政危機突破総決起大会を行うということが予定としてほぼ決まったというよ

うなことになっております。また、これ以外にも、最近ある政党から三位一体に対しての町の

意見を聞きたいということでアンケートなんかも来ておりますので、率直な白老町の考え方に

ついては、どこの政党ということではなくて、非常にこういう危機的な状況についてはアンケ
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ートあるいは意見という形で、機会がありましたらそれぞれそういう形で説明していきたいと

いうふうに考えております。  

〇委員長（吉田和子君） 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） 非常に厳しいということがよくわかるのだけれども、町長に一つお尋

ねしたいのです。それは、どういうことかというと、地方自治体の果たす役割がだんだん果た

せなくなっているような気がするのです、国の今の状況の中で。それで、もちろん５月何日で

すか、そういうことをやられるというのですけれども、議会は議会として今まで交付税措置の

反対の意見書、三位一体改革の意見書等々、議会上げています。町長一人が頑張っても、これ

はなかなか無理だということは十分僕わかりますけれども、しかし地方自治体そのものが破壊

をされていくというような状況ではないかと私は思うのですけれども、難しいことは結構です、

見解がもしあれば一言でもお聞かせを願いたいと。それは、やっぱりそこのところの決意を聞

かされないと、自立していくのは大変ではないかなというふうに思いますので、もし一言あり

ましたら述べていただきたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 飴谷町長。  

〇町長（飴谷長藏君） 私、かねて自立というお話をしています。  

 ただ、財源といいますか、持っているのは国でございます。今回の合併ももちろんそうです

が、合理的に考えて合併とか、機能として合併を選択させるとか、指導するのであればいいの

ですが、この裏にはあくまでも財源があるわけです。少なくとも各市町村は先人から個性的な

まちづくりをしてきているわけなのです。制度でも五、六年前ですか、日米の協議の関係でど

んどん使いなさいと言って使わせて、その借金が今大変だと。ですから、正直言いまして、極

論かもしれないですけれども、国の無策のツケが地方に回っていると言わざるを得ないです。

経済対策でも何でもそうですけれども、今若干よくなりました。あれも、では日本の経済対策

によって、日本の国内が若干上向いたというのでなく、中国が動いてきたからだけなのです。

ですから、地方にはもうけはまるっきりないと。ですから、これから税収についても極めて財

源的には厳しい状況になると思います。  

 ただ、今大変なのは、１万人以下のまちが大変です。火の車です。たまたま私どものまちは

２万人以上です。それで、多分第２弾が来るとも考えております。それまでには、職員一丸と

なって財源なり行革を進めておりますが、はっきり言わせていただくと、どこまで、いつまで

やればいいのだという気にもなってきます。そういうことで、本当に今回のいろんな大会も、

町村長大会とかいろいろ入ってきますが、過去にも町長さんのところに何回も行っています。

本当にこういうの効果あるのかなという気もしております。ですから、国の方が政策としての

その辺をもう少し展開していただいて、例えば国内に塩漬けになっている金もかなりあります。

ですから、もっと国内で金を回すことを考えていただければと。そして、それが自治体まで遠

心力といいますか、そういう機能が働いて、自治体の中でも金が回るという仕組みが一番いい

のかなと思っていますが、この財源の関係では危惧しております。正直な気持ち、それだけで

す。  
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〇委員長（吉田和子君） ほかに質疑のございます方、どうぞ。ございませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 次に進みます。  

 ナンバー５、44ページから50ページまでの14款使用料及び手数料全般について質疑のござい

ます方、どうぞ。ありませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 次へ進みます。  

 ナンバー６、52ページから72ページまでの15款国庫支出金及び16款道支出金全般について質

疑のございます方、どうぞ。  

 ７番、西田委員。  

〇７番（西田祐子君） ７番、西田です。55ページの土木費国庫補助金の次のページのところ

に、57ページですね、防衛施設周辺整備事業補助金とその下の方に特定防衛施設周辺整備調整

交付金というのがあるのですけれども、何カ所かにまたがってはいるのですけれども、防衛庁

の方から白老町で交付金なり補助金いただいていると思うのですけれども、この間もスペイン

でテロがありまして、次は日本だというふうに名指しされておりましたけれども、正直言いま

して、防衛庁の方からもうちょっと予算いただいてもいいのではないかなどと感じているので

すけれども、この辺役場の方でもうちょっと何か工夫して、もっといっぱい予算いただける方

法はないのでしょうか。  

〇委員長（吉田和子君） 岩城企画課長。  

〇企画課長（岩城達己君） 防衛施設局の関係かと思いますので、私の方からお答えしたいと

思います。  

 ただいまご質問ございました57ページの防衛施設の補助金、現在二つございますが、一つは

障害防止事業といいまして、現在駐屯地のあるところからの影響で障害が発生している部分を1

00％補助金いただいていると。もう一本は、ここの防衛施設という部分は特定防衛施設に位置

づけされているものですから、その関係での交付金をいただいている。ご質問の、今いろんな

外国からの影響で、もっとこういった交付金をいただけないだろうかというご質問の趣旨かと

思いますが、私どももいろいろ北海道基地協議会ですとか、あるいは全国組織の基地協議会と

いう組織ございまして、そういうところを通して、機会あるごとにいろんな形で増額要望とい

うのを実施してございます。そういう中で、防衛庁としても全国の予算配分の中でそれぞれそ

の地域に見合った配分というのがございまして、そういう中でこういう交付金等をいただいて

いるという状況です。今後におきましても、いろんな社会情勢をかんがみて、そういった機会

で要望行動はしていきたいというふうに考えてございます。  

 以上です。  

〇委員長（吉田和子君） ７番、西田委員。  

〇７番（西田祐子君） ぜひ強力によろしくお願いいたします。  

〇委員長（吉田和子君） ほかに質疑のございます方、どうぞ。ございませんか。  
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          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 次へ進みます。  

 ナンバー７、74ページから82ページまでの17款財産収入、18款寄付金、19款繰入金全般につ

いて質疑がございます方、どうぞ。ございませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 次へ進みます。  

 ナンバー８、84ページから96ページまでの20款繰越金、21款諸収入、22款町債全般について

質疑のございます方、どうぞ。ございませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） これで第２表、債務負担行為、第３表、地方債及び歳入が終わりま

したが、この中で特に質疑漏れの方がおりましたら、どうぞ。ございませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 質疑なしと認めます。  

 これをもちまして議案第10号の質疑を終結いたします。  

 これより討論に入ります。討論はありませんか。  

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。  

 ６番、土屋かづよ委員、どうぞ。  

          〔６番 土屋かづよ君登壇〕  

〇６番（土屋かづよ君） ６番、土屋でございます。私は、平成16年度一般会計に反対の立場

から討論いたします。  

 長引く不況のもと、国民生活は諸税、各種公共料金の引き上げ、年金の給付引き下げ、さら

に企業の相次ぐ倒産や過酷なリストラなどで脅かされ、生活不安は一層深刻になっております。

また、国の三位一体の改革は自治体財政も不況に陥れ、地方自治本来の使命をも奪いかねない

状況にあります。  

 その中で新年度の予算編成に当たり、飴谷町政の努力をよしとしながらも、過去日本共産党

が主張してきたように、国の悪政の影響からの脱却が不可能なことから、次の諸点を挙げ、予

算案を受け入れるわけにはいかないと考えるものであります。  

 一つ、大型開発公共事業には町民生活を脅かすものであり、町民本位の生活基盤整備の公共

事業に切りかえなければならないこと。  

 二つ、歳入不足を理由にした各種公共料金の値上げ、町民へのサービス低下を避け、消費税

を転嫁した予算はやめるべきこと。  

 三つ、憲法第９条の精神を地方自治に生かし、実践しなければならないこと。  

 以上の点から、平成16年度一般会計予算に反対いたします。  

 以上でございます。  

〇委員長（吉田和子君） 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。賛成討論のある方、

いらっしゃいませんか。  
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          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） これをもって討論を終結いたします。  

 採決いたします。  

 議案第10号 平成16年度白老町一般会計予算、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手

を願います。  

          〔挙手多数〕  

〇委員長（吉田和子君） 賛成多数。  

 よって、議案第10号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  

 ６番、土屋委員、どうぞ。  

〇６番（土屋かづよ君） ただいまの意見を少数意見として留保したいと思いますので、お取

り計らいをよろしくお願いいたします。  

〇委員長（吉田和子君） 意見の内容を簡単に述べてください。  

〇６番（土屋かづよ君） ６番、土屋でございます。ただいま反対討論で述べたことでござい

ます。  

〇委員長（吉田和子君） ただいま６番、土屋委員より少数意見留保の発言がありました。こ

の発言に対し、ほかに賛成の方ございますか。賛成者は挙手願います。  

          〔挙手２名〕  

〇委員長（吉田和子君） 賛成あり。  

 賛成者１名以上で成立いたします。  

 ほかに賛成の委員がございますので、ただいまの少数意見の留保は成立いたしました。した

がいまして、本委員会終了後、直ちに所定の少数意見報告書を委員長を経由して議長に提出さ

れるよう手続を願います。  

                                           

    ◎議案第１１号 平成１６年度白老町国民健康保険事業特別会計  

            予算                    

〇委員長（吉田和子君） 次へ進みます。  

 議案第11号 平成16年度白老町国民健康保険事業特別会計予算を議題に供します。  

 恒例によりまして、歳出から質疑に入りたいと思います。別冊の各特別会計予算書72ページ

をお開きください。  

 質疑に入ります。歳出、ナンバー１、72ページから78ページまでの１款総務費全般について

質疑のございます方、どうぞ。ありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） ２、80ページから88ページまでの２款保険給付費、３款老人保健拠

出金、４款介護納付金、５款共同事業拠出金全般について質疑のございます方、どうぞ。  

 14番、大渕委員、どうぞ。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。議案説明のときあったような記憶もあるのですけれ
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ども、申しわけありません、81ページの一般被保険者療養給付費なのですけれども、１人当た

りの医療費がどれぐらいの金額になっているか。議案説明で何か言われたような気もちょっと

したのですけれども、それが１点。  

 それと、正式な国保の皆さん方の病院にかかっている病院の割合、町立病院、それからそれ

以外の町内の病院、あともしどれぐらい細かく押さえているかわかりませんけれども、苫小牧、

室蘭というふうになっているのか、個々になっているのかわかりませんけれども、そこの割合

がどの程度になっているか、一番新しいものをお知らせ願いたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 長野町民サービス課長。  

〇町民サービス課長（長野征幸君） 最初に、一般被保険者療養給付費の１人当たりの医療費

でございますが、現在27万6,240円、対前年から見ますと240円ほどアップになっているという

状況でございます。  

 次に、地区別の受診の割合ですが、白老町内での受診者は42.3％、苫小牧市管内の医療機関

での受診者が37.4％、登別市が8.5％、札幌市が3.9％、室蘭市が5.4％、そのほか2.5％でしょ

うか、それが北海道内あるいは北海道外ということで100％という形になるということでござい

ます。  

 白老町内、もう少し詳しくということでしょうか。  

          〔「はい、町立病院……」と呼ぶ者あり〕  

〇町民サービス課長（長野征幸君） 町立病院は、全医療費の11.2％、町内を100とした場合、

26.6％ということになります。よろしいでしょうか。  

〇委員長（吉田和子君） 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） また、病院のことは余りあれなのですけれども、病院のことは全く抜

きにして、町民サービス課サイドから見た町立病院の11.2％というのは、私は低いと思ってい

るのですけれども、低いか高いかという判断を課長に聞くのは無理ですから、そこはいいです

けれども、なぜこうなのか。もっと上げるためにどういう施策が、町民サービス課として考え

られることがありますかと聞くのはちょっと酷でしょうか。もしそういうことでありましたら

ちょっと。私は、11.2というのは極めて低いのではないかというふうに理解をするものなので

すけれども、そこら辺の見解はいかがでしょうか。  

〇委員長（吉田和子君） 長野町民サービス課長。  

〇町民サービス課長（長野征幸君） 力なく立ち上がりましたけれども、一つの目安でござい

ますので、先ほどの11.2％というのは、あくまでも国保加入者が受診している割合ですから、

他の保険も当然あるわけですから、それが一つの目安ということで全部確実にそのパーセント

が正しいかということになりますと、それはちょっと疑義があるということでご理解いただき

たいと思います。  

 なぜここまで低くなるのかということを医療のサイドからいきますと、私の町民サービス課

というサイドからいきますと、できれば、これは希望ですが、100％までいかなくても、50、6

0％以上の方が町内の医療機関にかかっていただけますと、例えば雇用の創出につながるでしょ
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うし、あるいは他に及ぼす影響も相当大きなものになってくるだろうという考え方はいたして

ございますが、私の立場からいきますと、被保険者の方はできるだけ白老町内、あるいはまた

白老町立病院の方に受診していただきたいという希望を申し上げるぐらいでしょうか。あと、

例えば残念ながら町立病院の方に用意されていない、脳ドック等の設備はございませんから、

例えば町民サービス課の方でやったとしても、受診としては苫小牧へ行かざるを得ない。です

から、今人間ドックなんかにつきましても50名の人間ドックについては町立病院の方で受診し

ているというような状況ですので、町立病院の方で受診させるような体制は、内部でできるこ

とには努力はいたしてございますけれども、やはり今の状況からいくと、これ以上はなかなか

困難かなという考え方はいたしております。  

〇委員長（吉田和子君） 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。もちろん苫小牧の市立病院と白老を比べるわけには

ちょっといかないと思います。ただ、ちょっと勉強不足なのですけれども、同程度の町村で町

立病院があって、国保の患者さんのかかっている割合というのは調べていませんか。もし調べ

ていれば、町立病院や市立病院で同程度の規模の町村でどれぐらいかかられているかというこ

とがわかればお知らせを願いたいと思います。 

〇委員長（吉田和子君） 長野町民サービス課長。  

〇町民サービス課長（長野征幸君） そこまで我々の方では詳しく受診体制といいましょうか、

被保険者の方々がどういうところに、他の町村の話ですけれども、受診しているかというのは、

残念ながらそこまでチェックはいたしてございません。  

〇委員長（吉田和子君） ほかに質疑のある方、ございますか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） なければ、次へ進みます。  

 ３、90ページから98ページまでの６款保健施設費、７款基金積立金、８款公債費、９款諸支

出金、10款予備費全般について質疑のございます方、どうぞ。ありませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） これで歳出が終わりました。  

 次に、歳入に入ります。１、歳入、48ページです。48ページから68ページまでの歳入全般に

ついて質疑のございます方、どうぞ。ございませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） これで歳入が終わりました。  

 ここで歳入歳出全般について、特に質疑漏れの方がおりましたら、どうぞ。ありませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 質疑なしと認めます。  

 これをもちまして議案第11号の質疑を終結いたします。  

 これより討論に入ります。討論はありませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  



 135 

〇委員長（吉田和子君） 討論なしと認めます。  

 採決いたします。  

 議案第11号 平成16年度白老町国民健康保険事業特別会計予算、原案のとおり決定すること

に賛成の方は挙手を願います。  

          〔挙手全員〕  

〇委員長（吉田和子君） 全員賛成。  

 よって、議案第11号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  

                                           

    ◎議案第１２号 平成１６年度白老町老人保健特別会計予算  

〇委員長（吉田和子君） 次へ進みます。  

 議案第12号 平成16年度白老町老人保健特別会計予算を議題に供します。 

 恒例によりまして、歳出から質疑に入りたいと思います。予算書120ページをお開きください。

歳出、１、120ページから130ページまでの歳出全般について質疑のございます方、どうぞ。あ

りませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 歳出が終わりました。  

 次に、歳入に入ります。106ページです。106ページから116ページまでの歳入全般について質

疑のございます方、どうぞ。ありませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 歳入が終わりました。  

 ここで歳入歳出全般について、特に質疑漏れの方がおりましたら、どうぞ。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 質疑なしと認めます。  

 これをもちまして議案第12号の質疑を終結いたします。  

 これより討論に入ります。討論はありませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 討論なしと認めます。  

 採決いたします。  

 議案第12号 平成16年度白老町老人保健特別会計予算、原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手を願います。  

          〔挙手全員〕  

〇委員長（吉田和子君） 全員賛成。  

 よって、議案第12号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。  

                                           

    ◎議案第１３号 平成１６年度白老町公共下水道事業特別会計  

            予算                   
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〇委員長（吉田和子君） 次へ進みます。  

 議案第13号 平成16年度白老町公共下水道事業特別会計予算を議題に供します。  

 恒例によりまして、歳出から質疑に入りたいと思います。予算書154ページをお開きください。

歳出、１、154ページから164ページまでの１款公共下水道事業費全般について質疑のございま

す方、どうぞ。ありませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） ２、166ページから182ページまでの２款公債費、３款予備費及び給

与費明細書、地方債現在高見込額調書、債務負担行為に関する調書について質疑のございます

方、どうぞ。ございませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） これで歳出が終わりました。  

 次、歳入に入ります。138ページをお開きください。138ページから150ページまでの歳入全般

について質疑のございます方、どうぞ。  

 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。下水道課長かわられまして、非常に能力のある課長

が行かれたのですけれども、今までの方が能力ないという意味ではございません。受益者負担

金の件なのですけれども、私これ毎回というか、前回はしなかったのですけれども、いつも疑

問に思っているのです。今回も917万1,000円あって、15％いただくということなのですけれど

も、これは土地に係るものなのです。不納欠損どれぐらいあったかということが一つと、なぜ

土地を持っているのに、いなくなったとか行方不明だというのはわかるのですけれども、土地

に係る受益者負担金なのに、個人の分でこういう支払わない人がいるのかということは、僕は

どう考えても理解できないのです。いなくなったら、いなくなったなりに不納欠損で落とさな

いで、そして財産あるわけだから、例えばずっと探して、そしてその方に裁判、裁判の費用の

方が多くかかるのかどうかわからないけれども、いただけばいただけないこともないのではな

いかと思うのです。毎回これで議論しているのですけれども、さっぱりよくわからないのです。

なぜこうなるのかということと、どうしてもわからない人がこんなにいるのかと、払えない人

が。そこら辺がよくわからないものですから、そこら辺新しい課長さんの考え方お尋ねしたい

と思います。  

〇委員長（吉田和子君） 佐久間下水道課長。  

〇下水道課長（佐久間輝男君） １点目の不納欠損額につきましては、多分14年度の分だとい

うふうに思いますが、ちょっと数字を押さえておりません。後ほど……。  

 ２点目でございますけれども、受益者負担金につきましては、ご承知のとおり国税徴収法の

適用ができますので、その関係で徴収を行っていくことが最良だろうというふうに思います。

行方不明だとか、土地を持っていて住所がわからない。これは、現実問題ございますが、やは

り件数的には相当少ないだろうというふうに思いますので、やはりその辺については私ども税

の資料等も参考にさせていただいて、これにいかに取り組むかということが一番大切なことで
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ないだろうかというふうに思っております。答えになったかどうかわかりませんが、まず職員

しか処理できる者はおりませんから、職員がいかに一生懸命やるかということにすべてがかか

るだろうというふうに思います。  

〇委員長（吉田和子君） 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） 私の言っているのは単純明快なのです。税金払えないと言えば、払え

ない分ありますよね。この場合、土地なかったらかからないものなのです、はっきりしている

のです。会社が持っていて倒産したというのもあるかもしれません。だけれども、競売かかっ

たら、公のものだから一番最初にいただけるのではないかと僕は思うのだけれども、それなの

にこういうふうになるのは私は理解ができないわけです。極めて単純なのです。ですから、そ

ういうところをきちっといただかないと、やっぱり今の財政難の中で、これだって九百何万で

す。土地という財産があってかかっているものですから、そこはやっぱりよほどきちっとやっ

ていただかないと、ほかの部分で力入らなくなってしまうのでないかと思うのだけれども、い

かがなものでしょう。  

〇委員長（吉田和子君） 佐久間下水道課長。  

〇下水道課長（佐久間輝男君） 滞納の半分以上、約60％ぐらいは町内に住所を有している方

でございますので、やはりその辺をよく我々も分析をして、同じ答えになるかもしれませんが、

最後まで追うということが一番大切なことだろうというふうに思います。  

          〔「わかりました。来年も質問します」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 暫時休憩いたします。  

          休憩 午後 ３時３１分  

                                           

          再開 午後 ３時４０分  

〇委員長（吉田和子君） 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 先ほどの答弁お願いいたします。  

 佐久間下水道課長。  

〇下水道課長（佐久間輝男君） 14年度末の不納欠損額でございますが、129万9,000円でござ

います。件数にいたしまして、125件でございます。  

〇委員長（吉田和子君） そのほかに質問のございます方、どうぞ。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 歳入が終わりました。  

 ここで歳入歳出全般について、特に質疑漏れの方がおりましたら、どうぞ。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 質疑なしと認めます。  

 これをもちまして議案第13号の質疑を終結いたします。  

 これより討論に入ります。討論はありませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  
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〇委員長（吉田和子君） 討論なしと認めます。  

 採決いたします。  

 議案第13号 平成16年度白老町公共下水道事業特別会計予算、原案のとおり決定することに

賛成の方は挙手を願います。  

          〔挙手全員〕  

〇委員長（吉田和子君） 全員賛成。  

 よって、議案第13号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。  

                                           

    ◎議案第１４号 平成１６年度白老町学校給食特別会計予算  

〇委員長（吉田和子君） 議案第14号 平成16年度白老町学校給食特別会計予算を議題に供し

ます。  

 予算書190ページをお開きください。190ページから198ページまでの歳入歳出全般について質

疑に入ります。質疑のございます方、どうぞ。 

 １３番、斎藤委員。  

〇13番（斎藤征信君） 斎藤でございます。１点だけ、学校給食について伺います。  

 給食費の割合で食材をぎりぎりで購入しているという実態はよくここであらわれているので

すが、それを知った上で聞きたいのですが、先日おいしい牛丼をいただきました。  

          〔「ハンバーグ」と呼ぶ者あり〕  

〇13番（斎藤征信君） ごめんなさい、ハンバーグでした。  

 よそのまちで牛肉が消えていくときに、我々がおいしいハンバーグが食べれるというのは、

これは皮肉めいた話なのですけれども、私今でも残念に思っているのは、見野町政時代にふる

さと給食、白老給食というのがございました。あれ政策予算で年間100万円でしたか、子供たち

に食わせたと。それ以降、あとは食事の中にそれぞれまぜて、地元のものについてはそういう

ふうにするというふうになったわけですけれども、この間のハンバーグも子供たちがすごく喜

んでいたようなことが新聞に出ていたのです。ふるさと給食がなくなった、その後の子供たち

の反応というのは、何かありませんか。子供たちも残念がっているのではないかなという気が

するのですけれども。  

〇委員長（吉田和子君） 長内学校給食センター長。  

〇学校給食センター長（長内正男君） 今斎藤委員の方から郷土給食の関係についてご質問が

ございました。  

 今斎藤委員言われましたように、以前郷土給食ということで町費の中に100万円の予算がつい

ておりまして、それらについて郷土の給食ということで児童生徒の皆さんに給食を提供してい

たという経緯がございました。その後、それがなくなりましてから、産業経済課の方の協力を

いただきながら郷土給食ということでカルビ丼、そして今回のハンバーグということでお出し

をしてございます。児童生徒の皆さんにつきましては、地元のものを使っているということで

大変好評でございますが、私どももそういうような中で郷土のものをいかに多く使って児童生
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徒の皆さんに給食を提供するかということについては、種々検討してございます。  

 ただ、白老牛を使うということになると、非常に高い経費がかかるものですから、現在の給

食費の中ではそれを提供していくということはちょっと難しいという形になってございます。

そういうような中で、先ほど言ったように、産業経済課と協力をいただく中で、児童生徒の皆

さんには極力そういうものを提供していきたいと、このように思っておりますし、児童生徒の

皆さんも非常にそういう郷土給食というものについては関心を示しておられまして、そういう

ものを食べたいと、おいしかったというような反響もいただいておりますので、何とかそこら

辺で協力をいただく中で実施をしていきたいと、このように思っております。  

 以上でございます。  

〇委員長（吉田和子君） 13番、斎藤委員。  

〇13番（斎藤征信君） 私、残念に思っていると言ったことの中に、食べ物によって自分の住

んでいるまちを愛する気持ちというのがやはり高まっていく最大のものなのだろうというふう

に思うのです。道徳教育をどれだけ進めたかということよりも、日常、こういうものが白老で

とれるのだ、こういうことで私たちのまちってすごいのだという、そういうものを植えつける

一番の基礎になっていく。牛肉ばかりではないのだろうと思うのです。もっと安いもので、白

老のものをブレンドして何かをつくっていくというようなこと。そして、この間みたいに寄贈

があれば、時には最高のものが食えるというような、そういうようなときがあってもいいので

はないか。ふるさとを愛する心を育てるという意味で、やはりこのやり方をたまに復活すると

か、今後検討していくだとか、そういうような気持ちはないかどうか伺って終わります。  

〇委員長（吉田和子君） 長内学校給食センター長。  

〇学校給食センター長（長内正男君） 今白老牛のお話はしたのですが、そのほかに学校給食

として地産地消も兼ねまして地場産品をふだんの給食の中でどのぐらい使っているかと、そこ

ら辺についてちょっとお話をしていきたいと思いますが、当然パン食等になった場合について

はスープが出るわけでございますが、卵は地場産品ということで使っております。それと、生

シイタケ、それからサケの切り身の塩焼き、それからフライ、ザンギ、そういうようなものと、

あとは白老牛コロッケということで、白老牛を使ったコロッケがございますので、それらも給

食としてお出しをしてございます。そのほかに、白老でとれますチップ、これのフライ、そう

いうようなものも地場産品としてお出しをして、児童生徒の皆さんに地場のものということで

提供しているという形でございます。  

 以上でございます。  

〇委員長（吉田和子君） ほかに質疑のございます方、どうぞ。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 質疑なしと認めます。  

 これをもちまして議案第14号の質疑を終結いたします。  

 これより討論に入ります。討論はありませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  
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〇委員長（吉田和子君） 討論なしと認めます。  

 採決いたします。  

 議案第14号 平成16年度白老町学校給食特別会計予算、原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手を願います。  

          〔挙手全員〕  

〇委員長（吉田和子君） 全員賛成。  

 よって、議案第14号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。  

                                           

    ◎議案第１５号 平成１６年度白老町工業団地造成事業特別会計  

            予算                    

〇委員長（吉田和子君） 次へ進みます。  

 議案第15号 平成16年度白老町工業団地造成事業特別会計予算を議題に供します。  

 予算書206ページをお開きください。206ページから222ページまでの歳入歳出全般について質

疑に入ります。質疑のございます方、どうぞ。質疑ありませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 質疑なしと認めます。  

 これをもちまして議案第15号の質疑を終結いたします。  

 これより討論に入ります。討論はありませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 討論なしと認めます。  

 採決をいたします。  

 議案第15号 平成16年度白老町工業団地造成事業特別会計予算、原案のとおり決定すること

に賛成の方は挙手を願います。  

          〔挙手全員〕  

〇委員長（吉田和子君） 全員賛成。  

 よって、議案第15号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。  

                                           

    ◎議案第１６号 平成１６年度白老町臨海部土地造成事業特別  

            会計予算                 

〇委員長（吉田和子君） 次へいきます。  

 議案第16号 平成16年度白老町臨海部土地造成事業特別会計予算を議題に供します。  

 予算書228ページをお開きください。228ページから248ページまでの歳入歳出全般について質

疑のございます方、どうぞ。質疑ありませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 質疑なしと認めます。  

 これをもちまして議案第16号の質疑を終結いたします。  
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 これより討論に入ります。討論はありませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 討論なしと認めます。  

 採決いたします。  

 議案第16号 平成16年度白老町臨海部土地造成事業特別会計予算、原案のとおり決定するこ

とに賛成の方は挙手を願います。  

          〔挙手全員〕  

〇委員長（吉田和子君） 全員賛成。  

 よって、議案第16号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。  

                                           

    ◎議案第１７号 平成１６年度白老町港湾機能施設整備事業特別  

            会計予算                  

〇委員長（吉田和子君） 次へ進みます。  

 議案第17号 平成16年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計予算を議題に供します。  

 予算書254ページをお開きください。254ページから274ページまでの歳入歳出全般について質

疑に入ります。質疑のあります方、どうぞ。  

 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。256ページの公共上屋の使用料の関係なのですけれど

も、これはどういう形で入るかということは承知しておりますけれども、今紙の動きが減って

いるという状況の中で、たしか記憶によると95％を日本製紙が使って、残った５％、10％だっ

たかな、一般が使うと。使わない場合は、それは全部日本製紙が使うというふうになっていた

と思うのですけれども、金額は全額予算で見ていますけれども、その使用状況がどういうふう

になっているかお尋ねをいたします。  

〇委員長（吉田和子君） 堀江港湾課長。  

〇港湾課長（堀江 寛君） まず、使用状況でございますけれども、全体面積3,200平米ござい

まして、今おっしゃいました日本製紙1,600平米、あと旭新運輸で1,600平米使っております。

予算で計上していますとおり、これは全面積１年分使うということで計上させてもらっていま

す。  

 ただ、若干、この間見てきたときには、片一方の板紙の方はほぼびっちり入っていたのです

けれども、ロールの方は何か少なかったように思います。たまたま荷出しの作業をしていた後

だったのかもしれませんけれども、状況としてはそういう状況でございます。  

 以上です。  

〇委員長（吉田和子君） 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。一般の日本製紙、旭新運輸以外の使用の状況がある

かどうかということが１点。  

 もう一点、日本製紙関係の部分につきまして、今後ここは使わない場合は全額日本製紙が使
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うということになっているわけですけれども、将来的にも現段階としては使うという認識でい

いかどうか、その点だけ。  

〇委員長（吉田和子君） 堀江港湾課長。  

〇港湾課長（堀江 寛君） まず、上屋につきましては、今お話ししたとおり日本製紙と、そ

れから旭新運輸ということで、あと周辺の土地につきまして、室蘭開発建設部、それから室蘭

海上保安部に一部貸し出しております。これが257ページの歳入で見ているわけですけれども、

あと上の方につきましては、今委員おっしゃったような形になっておりますので、当然そうい

うことで今後も交渉はしていくということで考えております。  

〇委員長（吉田和子君） ほかに質疑のございます方、どうぞ。ありませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 質疑なしと認めます。  

 これをもちまして議案第17号の質疑を終結いたします。  

 これより討論に入ります。討論ありませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 討論なしと認めます。  

 採決いたします。  

 議案第17号 平成16年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計予算、原案のとおり決定する

ことに賛成の方は挙手を願います。  

          〔挙手全員〕  

〇委員長（吉田和子君） 全員賛成。  

 よって、議案第17号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。  

                                           

    ◎議案第１８号 平成１６年度白老町墓園造成事業特別会計予算  

〇委員長（吉田和子君） 次へ進みます。  

 議案第18号 平成16年度白老町墓園造成事業特別会計予算を議題に供します。  

 予算書280ページをお開きください。280ページから296ページまでの歳入歳出全般について質

疑に入ります。質疑のございます方、どうぞ。ありませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 質疑なしと認めます。  

 これをもちまして議案第18号の質疑を終結いたします。  

 これより討論に入ります。討論はありませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 討論なしと認めます。  

 採決いたします。  

 議案第18号 平成16年度白老町墓園造成事業特別会計予算、原案のとおり決定することに賛

成の方は挙手を願います。  
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          〔挙手全員〕  

〇委員長（吉田和子君） 全員賛成。  

 よって、議案第18号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。  

                                           

    ◎議案第１９号 平成１６年度白老町介護保険事業特別会計予算  

〇委員長（吉田和子君） 次へ進みます。  

 議案第19号 平成16年度白老町介護保険事業特別会計予算を議題に供します。  

 予算書302ページをお開きください。302ページから340ページまでの歳入歳出全般について質

疑に入ります。質疑のございます方、どうぞ。ございませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 質疑なしと認めます。  

 これをもちまして議案第19号の質疑を終結いたします。  

 これより討論に入ります。討論はありませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 討論なしと認めます。  

 採決いたします。  

 議案第19号 平成16年度白老町介護保険事業特別会計予算、原案のとおり決定することに賛

成の方は挙手を願います。  

          〔挙手全員〕  

〇委員長（吉田和子君） 全員賛成。  

 よって、議案第19号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。  

                                           

    ◎議案第２０号 平成１６年度白老町立特別養護老人ホーム事業  

            特別会計予算                

〇委員長（吉田和子君） 次へ進みます。  

 議案第20号 平成16年度白老町立特別養護老人ホーム事業特別会計予算を議題に供します。  

 予算書348ページをお開きください。348ページから382ページまでの歳入歳出全般について質

疑に入ります。質疑のございます方、どうぞ。ありませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 質疑なしと認めます。  

 これをもちまして議案第20号の質疑を終結いたします。  

 これより討論に入ります。討論はありませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 討論なしと認めます。  

 採決いたします。  

 議案第20号 平成16年度白老町立特別養護老人ホーム事業特別会計予算、原案のとおり決定
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することに賛成の方は挙手を願います。  

          〔挙手全員〕  

〇委員長（吉田和子君） 全員賛成。  

 よって、議案第20号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。  

                                           

    ◎議案第２１号 平成１６年度白老町水道事業会計予算  

〇委員長（吉田和子君） 次へ進みます。  

 議案第21号 平成16年度白老町水道事業会計予算を議題に供します。  

 別冊予算書になっております。別冊予算書17ページをお開きください。17ページから23ペー

ジまでの収益的支出から質疑に入ります。質疑のございます方、どうぞ。  

 14番、大渕委員、どうぞ。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。先日もちょっと飛生地区の飲料水のことで議論あり

ましたけれども、一時下から引っ張るとか、上で水源設けて云々というお話がございましたけ

れども、飛生地区の水源を新たにつくるということで大分努力されたようですけれども、水が

余り足りなくなっていないというような中での推移だというふうに理解しておりますけれども、

その後の経過と飛生の水道といいましょうか、飲料水対策、今後どのように考えていらっしゃ

るか、もし考え方あればお尋ねをしたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 武岡水道課長。  

〇水道課長（武岡富士男君） 飛生地区の問題でございますが、記憶しておりますのは、一時

飛生の井戸水の水質の悪化で、トプシナイの方で湧水の水源調査を実施されております。これ

は、約3,000立方メートルぐらいの量が確認されております。 

 そこで、飛生地区の利用者でございますが、今住んでいる方でございますが、その方々につ

きましては、戸数も非常に少ないわけでございますから、水道を引き、水を供給しますと莫大

な費用がかかるということで、とりあえずは浄水器で対応するというふうにして結論を出して

おります。そういうことで、水道課の方としては、今現在、きのうもありましたけれども、水

の井戸水の状況については余り変わっていないということでございますけれども、今の水道課

といたしましては、基本的にはまた新たに水を供給するというような考えはございません。前

に出された結論のとおり進めたいというように思っております。  

 以上でございます。  

〇委員長（吉田和子君） 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） 一つは、飛生川の手前に愛泉園という三十数名、40名近くですか、生

活しているわけですけれども、最低そこまででも水が引けないかというお話が随分ございまし

た。もちろん今課長の答弁にありましたように、そういう形で対応するというふうにはなった

のですけれども、しかしきのうの話では、少なくとも２けたの年数の規模で復旧は難しいとい

う状況であります。これをこのまま放置するということになるかどうかという問題で、もちろ

ん飛生に住まわれている方も町民でございます。そういう点からいいますと、道路が幾らよく
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なっても、飲み水を浄水器を通さなくては飲めない。私も大分以前ですけれども、浄水器の水

を飲ませていただきましたけれども、とても飲めるような状況ではございませんでした。そう

いうことからいいますと、飲料水というのは生活水でございます。何らかの形、その何らかの

形をおまえ言えと言われると、私ちょっと困ってしまうのですけれども、少なくともトプシナ

イから引くときは、あれから途中で引けるからというような淡い期待を持って水源調査をした

と私は記憶をしております。それが引かないということになった段階で、やっぱり新たな対応

を、時間がかかっても、今５年先、10年先、20年先まではだめだというのであれば、やっぱり

新たな対応を考えなければ、私は飛生の再興はあり得ないというふうに考えるわけですけれど

も、そこら辺のご見解はいかがでしょうか。  

〇委員長（吉田和子君） 武岡水道課長。  

〇水道課長（武岡富士男君） ご指摘の趣旨は十分私どもも理解いたします。  

 そこで、利用件数も少ないということで、水道会計単独、建設改良費でもってすべて４条予

算でやるということは、利用者のことを考えますと、これは私どもも一日も早く、できるもの

なら引いてあげたいという気がいたします。そういうことで、今いろんな形で湧水、安価な水

を求めまして、湧水の調査もいろいろしております。そういうことで、もし白老浄水場の改修

だとか、いろんな面になりまして、この先どのような方向性が出るかわかりませんけれども、

頭の中には常にそういうことも踏まえて、考えて、忘れたわけではございません。このままで

いいというふうには決して思っておりませんので、機会あるごとに、もしあれば検討してまい

りたいというふうに前向きに考えておりますので、よろしくお願いします。  

〇委員長（吉田和子君） 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。例えば飛生小学校の跡地のところにある井戸という

のは、深井戸のために影響を受けないのだと、きのうありましたよね。私、素人だからわかり

ません。その深井戸を個々が掘ればどのぐらいお金がかかるかということもよくわからないの

だけれども、例えばそういう手だてがあるのであれば、全額でなくても町が補助して、やっぱ

りそういう飲料水ですから、飲めるような状況。今の形が正しいと言っているのではないので

す。そういう方向をやっぱり町が中心になって考えるというのが住民の立場の行政だというふ

うに思うのです。今の課長の答弁で十分私はわかりますけれども、しかし方向がなければ、そ

こにいる人たちはもうあそこから離れざるを得ないのです、はっきり言えば。それを行政が促

進して、あそこの地区がそういう形になって、人が住めなくなるということが白老の将来にと

っていいかどうかというところまで考えてみるときに、私はやっぱりそれなりの方向が要るの

ではないかというふうに思うのですけれども、いかがでしょうか。  

〇委員長（吉田和子君） 武岡水道課長。  

〇水道課長（武岡富士男君） もとの小学校の跡地の井戸でございます。これは、掘りました

ときには、農業関係、家畜の水だとか、いろいろなことを聞いております。そこから今住んで

いる方々に引っ張りますと、これは水道事業ではなく、簡易水道という方法もあると思うので

す。ですけれども、その辺はやはり当初は、利用者の負担もかなりかかるように伺っておりま
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す。そういうことで、過去にそういう試算をしたことがあるかないかは、今ちょっと即答はで

きませんけれども、大渕委員の言う、そういうふうに一回試算をしてみる、これ単純計算、概

算でどのぐらいになるかということも、過去にやっているかもしれないけれども、私は記憶し

ていませんので、そういうことも後ほど検討してみたいと思っております。 

 以上でございます。  

〇委員長（吉田和子君） 18番、加藤委員。  

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤です。17ページ、第１白老浄水場維持管理経費、結構管理

経費がかかるのですが、ことしは工事請負として530万円程度計上しておりますが、比較的例年

に比べてかからない方だと思うのだけれども、これは将来的にどのくらいもつものですか。建

築後相当の日時を経ていると思うのですが、決算審査の中でも14年度の中でも指摘しておいた

問題なのですが、経費がかかり過ぎるよと。将来的にはどう考えるかというようなことも言っ

てあるのですが、今の段階ではどのように考えておられるか。  

 それから、25ページはいいですか。  

〇委員長（吉田和子君） 23ページまでですから、まだです。  

〇18番（加藤正恭君） その分だけお聞きしたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 武岡水道課長。  

〇水道課長（武岡富士男君） 白老浄水場の維持管理経費ですが、前年から比べたら減になっ

ておりますけれども、これは前年浄水器などを取りかえまして、それが大幅に減になっている

わけでございます。ことしは、約500万円ぐらいの工事費でございますが、これは外注のフェン

スと、あそこは小学生、中学生が見学に参りますので、階段の補強工事をやるということで工

事費を上げております。  

 それで、議員のおっしゃる相当数、昭和44年に供用開始しておりますので、築34年経過して

いるわけでございますが、実は平成12年度に上屋、建物の耐震調査も実施しております。それ

と、引き続き13年度にろ過装置を通しまして、水が一般家庭に供給できる配水池がございます。

全部ろ過終わりまして、すぐ供給できる、その配水池の耐震調査も実は済まさせております。

その中で、建物については当時の建築基準、耐久度、コンクリートだから強度ですね、これら

については今現在当時の強度は保っていると。だけれども、多少改正もございますから、そう

いう面では現在の強度と合わせたらちょっと落ちていると。そういうことで、もし大改修等が

ある場合は強度も必要だなというような結果が出ております。  

 それと、配水池でございますが、これは耐用年数が約60年でございます。今現在ちょうど34

年経過してございますが、半分ちょっと経過しているわけでございます。これも同じく当時の

コンクリートの強度とか、これは今クリアしているのです。ただ、その後34年たっていますか

ら、今の基準では強度がまだより高くなっております。それには合っておりませんが、今のと

ころ使っていて、すぐどうこうという話にはないというふうな結果をいただいてございます。  

 以上でございます。  

〇委員長（吉田和子君） 18番、加藤委員。  
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〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤です。大体建物については、そうだということで承ってお

きますが、これは取水地が川でございますね。それで、私どもはこの水飲んでいないからいい

のですけれども、味は悪いです。竹浦の人たち、虎杖浜の人たちは大変おいしいと言われてお

りますので、あれなのですけれども、やっぱり湧水が一番いいようなデータも出ているので、

将来的にはそういうことを視野に入れた考え方でいろいろと進めていってもらいたいと思うの

ですけれども、そのあたりについてはどうですか。  

〇委員長（吉田和子君） 武岡水道課長。  

〇水道課長（武岡富士男君） 実は、ことし16年で３年目のメップの上流の水質調査、流量調

査もしております。その辺で、決算審査特別委員会の意見でもありましたけれども、とにかく

白老浄水場の将来のことを考えますと、やはり安価でランニングコストがかからない、安心な

湧水を求めていくべきだというような意見もございます。私どももやはり表流水を利用してい

ますので、大腸菌とかいろんな問題で、もし万が一汚染された場合には、すぐと言っても１年

や２年はかかりますから、ですから膜ろ過装置だとか、いろんな装置をしなければならないと

いったら膨大な費用がかかります。そのために、企業会計でございますから、先行投資的な意

味でございまして、今現在そういう水質、湧水の調査もやっておりますので、そういうことは

常に頭に入れまして、そういう計画を持って現在水量調査を行っているということでご理解願

いたいと思います。  

 以上でございます。  

〇委員長（吉田和子君） ほかに質疑のございます方、どうぞ。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 次に進みます。  

 次に、７ページから９ページまでの給与費明細書及び債務負担行為に関する調書について質

疑のございます方、どうぞ。ありませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 次に、収益的収入、16ページをお開きください。 

 質疑に入ります。質疑のございます方、どうぞ。ございませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 次に、資本的支出、25ページをお開きください。 

 質疑に入ります。質疑のございます方、どうぞ。  

 18番、加藤委員。  

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤です。先ほどの質問とも関係あるし、一部課長からこの話

が出ていました。１目の水源調査費、金額的なことではないのですが、これは先ほども言って

いましたので、私も認識しております。16年度で一応終わるわけです、３年で。それで、私ど

もはこの中身をちょっと、まだ16年度末にならなければ出ないのかもしれないけれども、中間

報告的なものをどのような状態であるかを知りたいのですけれども、そのあたりはそんなよう

な計画はいかがでございましょう。  
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〇委員長（吉田和子君） 武岡水道課長。  

〇水道課長（武岡富士男君） 実は、水源調査の関係でございますけれども、前年度の予算で

も加藤委員からご指摘ありました。そういうことで、15年度に初年度と14年度の実施結果と、1

5年度の当初の設置したときの報告を産業建設常任委員会にご報告させていただきました。  

 それで、今年度で３年間でちょうど終わるわけでございます。これで終わりではございませ

んけれども、その後もまだいろいろとありますので、一応３カ年間の結果につきましては、産

業建設常任委員会を初め、議員の皆さん方にはどういう結果ということはご報告させていただ

きたいというふうに考えております。  

 以上でございます。  

〇委員長（吉田和子君） ほかに質疑のございます方、どうぞ。ありませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 次に、資本的収入、24ページをお開きください。 

 質疑に入ります。質疑のございます方、どうぞ。ありませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 全般について、特に質疑漏れの方がおりましたら、どうぞ。ありま

せんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 質疑なしと認めます。  

 これをもちまして議案第21号の質疑を終結いたします。  

 これより討論に入ります。討論はありませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 討論なしと認めます。  

 採決いたします。  

 議案第21号 平成16年度白老町水道事業会計予算、原案のとおり決定することに賛成の方は

挙手を願います。  

          〔挙手全員〕  

〇委員長（吉田和子君） 全員賛成。  

 よって、議案第21号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。  

                                           

    ◎議案第２２号 平成１６年度白老町立国民健康保険病院事業  

            会計予算                 

〇委員長（吉田和子君） 次へ進みます。  

 議案第22号 平成16年度白老町立国民健康保険病院事業会計予算を議題に供します。  

 別冊予算書21ページをお開きください。21ページから31ページまでの収益的支出から質疑に

入ります。質疑のございます方、どうぞ。ありませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  
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〇委員長（吉田和子君） 次へ進みます。  

 次に、７ページから12ページまでの給与費明細書及び債務負担行為に関する調書について質

疑のございます方、どうぞ。ありませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 次に、収益的収入、19ページをお開きください。  

 質疑に入ります。質疑のございます方、どうぞ。ありませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 次へ進みます。  

 次に、資本的収入及び支出、32ページをお開きください。  

 質疑に入ります。質疑のございます方、どうぞ。ありませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 全般について、特に質疑漏れの方がおりましたら、どうぞ。ありま

せんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 質疑なしと認めます。  

 これをもちまして議案第22号の質疑を終結いたします。  

 これより討論に入ります。討論はありませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 討論なしと認めます。  

 採決いたします。  

 議案第22号 平成16年度白老町立国民健康保険病院事業会計予算、原案のとおり決定するこ

とに賛成の方は挙手を願います。  

          〔挙手全員〕  

〇委員長（吉田和子君） 全員賛成。  

 よって、議案第22号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。  

                                           

    ◎審査結果報告書作成の議決  

〇委員長（吉田和子君） 以上をもちまして本委員会に付託されましたすべての議案の審査を

終了いたしました。  

 なお、本委員会の審査結果報告書の作成については、これを委員長、副委員長に一任してい

ただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。  

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） ご異議なしと認めます。  

 それでは、そのように取り扱いをさせていただきます。  

                                           

    ◎閉会の宣告  
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〇委員長（吉田和子君） これをもって予算等審査特別委員会を閉会いたします。  

（午後 ４時２１分）  

 

 


