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開会の宣言 

○委員長（吉田和子君） おはようございます。昨日に引き続き、決算審査特別委員会を再開

いたします。本委員会については、傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（吉田和子君） ご異議なしと認めます。よって、委員会条例第１６条の規定により、

委員長において傍聴を許可いたします。 

 昨日からの、一般会計決算審査を引き続き行います。昨日の１８番加藤委員のページ数８１

ページの所でのホロケナシの、予算にあるけれども決算にはないということでの質問に対して、

未だ答弁されておりませんので、そこから入りたいと思います。三戸産業経済課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） 大変失礼申し上げました。加藤委員さんに対する答弁漏れが

ございました。ご質問の内容につきましては、当初予算でホロケナシの環境整備があるが、実

績にないんではないかという、そのご質問だったかというふうに思います。実は、主要成果説

明書の９１ページをお開きいただきたいと思いますけれども、確かに当初予算においては、ホ

ロケナシの草刈り等環境整備ということで、当初予算見ておりました。それを、９１ページの

（８）にあります快適空間づくり事業。いわゆる緊急地域雇用特別対策推進事業補助金を活用

して実施をいたしております。単独費用を極力削減する意味で、この優位な補助金を活用して

実施をいたしております。この快適空間づくり事業につきましてはホロケナシ、それからポロ

ト周辺、これらの草刈りだとか笹刈りだとか、そういう環境整備を実施してござますんで、ホ

ロケナシの部分についても実施をいたしておりますんで、ご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） １８番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 実施してるのは、今の説明でわかったんですが、然らばホロケナシ森

林整備の４９万１，０００円というのは、９１ページの８の中に包含されてると、こういうふ

うに捉えていいんですか。それとも予算上（８）は、１３０万１，０００円というものは、最

初から予算計上されていたわけですよね。されてますね、予算上。１３０万１，０００という

のは、快適空間づくり事業として、予算上１３０万１，０００は計上されてると。その他に、

ホロケナシ整備事業という４９万１，０００円というのが計上されているわけです。ですから、

包含してこれが出来たとすれば、４９万１，０００円は不要と見ていいわけですか。そういう

ふうに理解していいんですか。 

○委員長（吉田和子君） 三戸産業経済課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） 予算上、先ほども申しましたように、ホロケナシ環境整備事

業。経常予算４９万１，０００円と出てますけれども、いずれにしても優位な補助金を使って

活用してるということで、緊急地域雇用特別対策推進事業の方に切り替えたということでござ

いますんで、当初予算でみております単独もホロケナシについては不要ということになろうか

と、そんなふうに思います。 

○委員長（吉田和子君） １８番、加藤委員。 
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○委員（加藤正恭君） 再度しつこいようだけれど、それであれば、この８２ページに載って

る（５）、その次（６）としてホロケナシというものが予算化されてるわけですよ。これは不要

額となるのかどうかと。その点だけを聞きたいと思います。帳簿上はそういうふうになってな

いんだよ。 

○委員長（吉田和子君） 和野産業経済課参事 。          

○産業経済課農林緑化担当参事（和野敏夫君） ここの決算書というか、当初予算にはホロケ

ナシの部分で４９万１，０００円計上してますが、それは決算の段階で緊急雇用の快適空間づ

くり事業へ変えたということで、不要額落としてると思うんですが。 

○委員長（吉田和子君） 辻経営企画課参事。 

○経営企画課行財政担当参事（辻 昌秀君） 私の方から補足いたします。主要施策成果説明

書に載っている事業名は、一応執行した予算全ての事業載せるようにしておりますので、当初

予算に載っておりましたホロケナシの事業が決算書の方に載ってないということは、補正予算

の中で全額減額して整理したということになろうかと思います。 

○委員長（吉田和子君） それでは、決算書の方に入っていきたいと思います。８款土木費か

ら審査に入ります。 

９２ページ１項、土木管理費、１目、土木総務費から、９６ページ３項、河川費、１目、河

川総務費まで。決算書は１３３ページから１４０ページです。質疑のあります方、どうぞ。９

番、吉田委員。 

○委員（吉田正利君） ９３ページの１３節の除雪費の関係で、お伺いいたします。４千数百

万、これ計上して承知してるわけでございますが、冬の除雪の出動基準というものが、承知い

たしておりますけれども、予算関係に比較して、その出動基準を変更する必要があるかないか

ということを伺います。 

○委員長（吉田和子君） 後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） 除雪の基準の見直し。その考え方があるかどうかというご質問で

ございますが。現在は、一般的には新雪が１０センチあった場合に出動することとしておりま

す。これは、平成１６年度から１０センチにしておりますが、それ以前は８センチだったわけ

です。８センチだったものを、１６年度から１０センチにしております。実際に降雪の状況、

あるいは雪の質などによりまして、現在１０センチの所なんですが、いわゆるかなり寒い時期

の粉雪のような場合には１０センチが仮に１２、３センチになったとしても通行にそれほど支

障ない場合もありますし、同じ１０センチであったとしても、春先や１２月の重い雪の場合で

あれば、もっと早く出れば良かったかなというふうな印象を持つ場合もございます。現状では、

先ほども言いました、１６年度から１０センチしておりまして、今年二冬目になるわけですが、

当面１０センチで運用していきたいなと思っております。ただ、先ほど言いましたように、雪

質や雪の降る時期、それらを見ながら１０センチ前後。多い場合もありますし、少ない場合も

あると思いますが、基本としては１０センチをベースに考えていきたいというふうに思ってお

ります。従いまして、当面は未だ１０センチのままで運用していきたいなと、こういうふうに
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考えております。 

○委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 現在の出動の発令基準は各エリアによって違うと思うんですが、大体

あれでしょうか、役場本部の方から指示をして動くんでしょうか。それとも、業者判断で出動

するという形とってるんでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） 基本的には私共の方で天気予報など、あるいは予測をする場合も

ございますが、そういうような情報を見ながら全町にパトロールを走らせます。パトロールに

行く前にそれぞれ担当されているエリアの中で、先ほど申し上げました１０センチをもし超え

るようなことがあったとすれば、自発的に業者が出動する場合もございます。出動の命令とい

うのは、基本的には町から指示いたします。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のある方、どうぞ。無いようですので、次へ進みたいと思

います。 

 ９７ページ２目、河川改良費から、１００ページ５項、都市計画費、２目、工業下水道費ま

で。決算書は１３９ページから１４４ページになります。質疑のございます方、どうぞ。１４

番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 港湾の関係でちょっとお尋ねしたいんですけれども。港湾施設使用料

なんですけれども、２，０００万位収入になってるんですけども、これは使い方としては、港

湾管理費だとか、港湾建設費、給与費ですか、そういう所にばらばらになっていってるんです

けれども、それは港湾関係で使う。お金に色付いてるわけじゃないからわからないですけども、

そういう所に充当するというふうに、約束事というか、決まりというか、そういうものがある

んでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 堀江水産港湾課長。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） ただ今のご質問ですが、ご指摘のとおり、１６年度の決算と

しては、使用料として２，０６０万程収入がございます。主に、管理費の方に１，０００万位

行ってるわけですが、その他今議員おっしゃったように人件費等に回ってるわけですけども。

特にこれは必ずそうしなければならないということではないかと思います。ちょっと詳しい話

は財政の方がその辺は詳しいかと思いますけども。 

○委員長（吉田和子君） 辻経営企画課参事。 

○経営企画課行財政担当参事（辻 昌秀君） 歳入の中で使用料手数料については、一応特定

財源という扱いにしてます。その業務に関わる部分ということで、港湾施設使用料につきまし

ては、港湾を管理するという部分においても、人件費も必要ですから、土木の港湾費に充当し

た残りについては、それは人件費の方に順番的には充当するということでの整理をさせていた

だいております。これは、専門用語になりますが、財源充当のルールということで、ご理解を

いただきたいと思います。財源を充当する順番のルールということで。 

○委員長（吉田和子君） １４番、大渕委員。 
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○委員（大渕紀夫君） 今の件、わかりました。それで、２，０００万という金額は、土地の

貸付から何から全部入ってるのかもしれませんけれども、これがずっと続くというふうには思

いませんけれども、建設に関わるお金と、維持管理を分けることによって、例えばこれを特別

会計まで、以前に僕聞いたことあるんだけど、特別会計にするというのは全国的には殆んどな

いというふうに、２ヶ所位特別な所はあるとかって答弁だったような記憶してるんですけど。

これだけの収入があるんであれば、港単独の特別会計、例えば建設については出資なら出資で

やるという形で、特別会計にするという考え方が成り立たないものなのかどうか、ルール的に

どんなもんでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 辻経営企画課参事。 

○経営企画課行財政担当参事（辻 昌秀君） 港湾の中でも上屋みたく、港湾機能施設という

ことで、独自採算の事業ということで、位置付けている事業もありますけれども、港湾施設本

体については一般会計で建設する事業ということで位置付けられておりますので、管理につい

ても同じく一般会計と、それが基本じゃないのかなということで、こういう予算の作り方、並

びに決算してございます。 

○委員長（吉田和子君） １４番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） ルール的にはわかりました。理解出来ます。ただ、２，０００万とい

うのは、たまたま私見てわかったんですよね。こんなに収入あるってわかってらっしゃる方、

わかってる人はわかってるかもしれないけれども、一般町民の方含めてあんまりわかんないん

じゃないかと。２，０００万も港で収入があるということが、町民の人がわかんないんじゃな

いかなと思うんですよ。ですから、そういうことがわかる財政的な仕組み。そういうことが考

えれないのかなと、私は一つ思うんですよ。建設する分について言えば、国からの起債だとか、

考慮もあるのかな。そういう形で建設していくわけですけども、維持管理の部分については、

この決算書見る範囲においては、かなりの部分が使用料手数料で賄われる部分があるんです。

そういうことが、きちっと一つは町民のわかると。もう一つはそういう長期方針も一定限度、

第３商港区の整備スケジュールなんかも出されてるんですけれども、それと同時にこれを作る

ことによって、これ位の町民にメリットがあるんだというようなことを、何度も出してるとお

っしゃるんだけど、もうちょっと具体的に町民にわかるように、中身を出すべきじゃないかと。

例えば港の人件費の中で見てるのは、港湾課の人達の全部の人件費見てるのか、精査してない

からわかんないけど、そんな所まで使用料で出せるという状況であれば、やっぱりそういうこ

とを、もうちょっとわかり易く、資料だとかいろんなもので出した方が良いのではないかと。

もう一つは、町民がそういうことをわかると同時に、これだけの投資をするわけだから、将来

的にはこうなるよという部分を、リスクの部分とコストの部分がこういうふうになってて、最

終的には白老の町はこうなっていくんだというようなことを、もっとわかるように出すことが

出来ないのかなと思うんですけども、如何ですか。 

○委員長（吉田和子君） 辻経営企画課参事。 

○経営企画課行財政担当参事（辻 昌秀君） 港湾事業に関わる財源として今、大渕委員ご指
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摘のように、使用料の部分ございますし。また、普通交付税の中で、経常的な管理経費なんか

も普通交付税で算入されてるということで、そういう部分については過去には建設常任委員会

等に水産港湾課の方から過去説明している経過あろうかと思うんですけも、ご指摘のように港

湾事業に関わる財源がどのような形になってるか、確かに一般会計全体の中での数字というこ

とになればわかりずらい点ございますので、水産港湾課の方と協議しながら、そういう部分の

わかり易く出来る仕組み、過去に委員会等に出してる資料もございますけれども、そういうの

は検討していきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 堀江水産港湾課長。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） 今のご質問に関しては、前々から委員の方で言われておりま

すので、検討していきたいと思います。ちょっと、予算の仕組みもさっきおっしゃったように、

港湾管理費が大体予算で１，０００万。それが使用料手数料で賄われて、じゃ残りの１，００

０万何処行ってるんだろうと、その辺はなかなかおっしゃるとおり見えにくい部分があります

ので、その辺も含めてわかり易いような形で説明出来る資料を作っていきたいと思います。以

上です。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のある方、どうぞ。１８番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） ９８ページ。１目、港湾管理費の（１）。その内の１９節の負担金。

北海道港湾協会８３万円。非常に大きな負担金を出してるんですが。これは、おそらく北海道

の中の港湾を持ってる自治体が負担するものだろうと思うんですが、いろいろランクがあるん

じゃないかと思うんですが。差し支えなければ重要港湾、地方港湾、普通港湾、そういう種類

があると思うんで、それぞれランクがあって、どういう状態にあるのか。それから、これに対

しては道の方からは何の補助もないのか。その点について、伺いたいと思うんですが。 

○委員長（吉田和子君） 堀江水産港湾課長。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） 先ず、今のご質問の最後の、町で持ち出してる８３万円に対

しての道の補助、それは無いということで。あと、この負担金につきましては、それぞれの事

業費。事業費の率。例えば、４億まででしたら千分の０．９とか、次の４億まででしたら千分

の０．３とか、そういう一定の計算式に基づいて計算することになっております。それが、特

別負担金で、その中に一般会費として市町村別、うちの場合特急１１地区となってるんですが、

これは港湾によって決められてくると、そういう形になります。主に今言いましたように、事

業費の率の割合で大半を占めてしまうという形になります。 

○委員長（吉田和子君） １８番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 事業費というのは、港湾に対しての設備投資の事業費ですか。それと

も、移入、移出の扱う量というんですか、トン数といいますか、そういうことでの割り振りな

のか、それとも現在、港ということになりますと、白老位が大きな設備投資をしてますよね。

過去の設備投資なのか、単年度の事業費なのか、そのあたりの区別はどういうふうになってい

るんですか。 

○委員長（吉田和子君） 堀江水産港湾課長。 
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○水産港湾課長（堀江 寛君） これは建設事業費で、当該年度の建設事業費です。俗に言う

直轄事業費といいますか、その港の建設に関わる事業費で負担割合が決まってます。ちょっと、

補足で説明申しますと、事業費というのは毎年その年によって変わりますので、この会費も変

わってくると、そういう形になります。当該年度の事業費で。 

○委員長（吉田和子君） １８番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） ということになりますと、８３万円というのは北海道でもトップクラ

スになる。当該年度ということになりますと、苫小牧はどの位の投資してるのかわかりません

けれども、苫小牧港とか石狩新港とか、ああいう所は毎年何かかにかやってるようですけれど

も、８３万円といったら、地方港湾としては勿論トップでしょう。重要港湾にも匹敵するよう

な負担金を出してると、こういうふうに理解していいですか。そのあたりはどうですか。 

○委員長（吉田和子君） 堀江水産港湾課長。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） ご承知のとおり、白老港は北海道で一番新しい港として建設

されておりまして、あとは相当、他の港は歴史が古く、もう殆んど整備も終わってるような所

もございます。多分、おっしゃるとおり地方港湾では当然トップで。あと、全道３７港の内多

分この北海道港湾協会に払う負担金としては、間違いなく５本指の中には入ってると思います。 

○委員長（吉田和子君） 事務局長からちょっと。 

○事務局長（上坊寺博之君） マイクの注意をしたいと思いますが、発言終わったら消さない

でいただきたいと思います。リレーしますので、次の方に移りますんで、自分で消さないよう

にしてお願いします。今、しゃべってる順、こっち着けちゃったんですが、手を挙げて指名さ

れてからスイッチ付けるようにしてください。そういうことで、よろしくお願いします。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑ございます方、どうぞ。ございませんか。 

次へ進みます。１０１ページ、３目、公園費から１０６ページ、６項、住宅費、３目、住宅

建設費まで。決算書は１４３ページから１４８ページとなっております。質疑ございます方、

どうぞ。１４番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） １０２ページの、萩の里自然公園の関係でお尋ねをしたいんですけれ

ども。今後の方針ということじゃなくて、記憶ではこれは非常に長い期間かけてやろうと。そ

して、慌てて余り物を作らない方が良いんじゃないかというような議論を、議会ではしたよう

な記憶があるんですよ。私の記憶が正しくないかもしれませんけれども、あまり木造の作工物

なんか作らない方が良いという議論が随分されたような記憶があるんですけど。この年は一年

間で１億位の投資がされ、そして港が見える展望台を造るとかいうことがありました。これを

否定するんではなくて、考え方としても何処の大きな公園に行きましても、地方の町村の公園

では殆んど維持管理費が大変で、継続してないという。例えば、金物で造った展望台なんかで

も、朽ち果ててるというのは、私の見た範囲ではかなりな部分。相当、観光客がいらっしゃっ

て、金を落としてくれるような所でなければ、殆んど維持してないというのが実態だと私は思

ってるんですよ。こういう形でお金をかけるのは、如何なものかと。なるべくお金をかけない

で、自然に親しめるような公園にしていくというのが、当初の趣旨だったような気がしてるん
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ですけれども、その点について、どのような考え方を持って、こういうふうになったのかとい

うことと、今後のことは聞いてはいけないと言っているんですけど、これ、そういうこと聞か

ないと、解決にならないんです。そういう考え方、方針が、今後変わらないのかどうかという

こと含めて、このことに関してお尋ねをしたいと。 

○委員長（吉田和子君） 後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） 萩の里自然公園の事業のあり方といいますか、そういった部分で

のお尋ねですが、平成１６年度ここに記載のとおり１億を超えている事業費が投入されており

ますが。既にご存知だと思いますが、この内、公有財産購入費としてまだ未買収だった部分に

つきまして、７，４００万程の投入してございます。未だ用地が片付いてない部分が、ござい

ますので、これは１８年度には終わらせたいなと思っております。それから、大渕委員言われ

ましたように、確かに萩の里自然公園につきましては、当時の基本理念として、１００年とい

うふうな長いオーダーの年数が出てたと思います。その中で町民の方々に真っ先に利用してい

ただく場所については比較的急いで整備はしますが、その後については自然を大事にするとい

うようなこともございますので、全く２００ヘクタールの中で触らない地域、あるいは積極的

に触る地域。触るというのは表現悪いんですが、手を付けていく部分と、そういうふうなエリ

ア分けをして、出来るだけ性急な投資はせずに、長い時間をかけて整備をしていこうと、こう

いう考え方は継続しておりますし、今後もこういうふうな傾向でやっていこうと、そういうふ

うな考え方でございます。確かに、先ほど言われましたように、木製、あるいは鉄製でもそう

なんですが、維持管理をしないと、何だこういう所かとふうなイメージを抱かれてしまえば、

足が遠のいていってしまうんじゃないかなというふうに考えておりますんで、再三こういう機

会に申し上げておりますのは、維持管理を中心に今後はやっていきたいなというふうに考えて

おりますし、この事業は平成１９年で一応の２期分の事業が終了すると、そういうスケジュー

ルで進んでおりますし、先ほどもちょっと触れましたが、残りの用地の買収と一部の法面の緑

化をすれば、この事業を終了して繰り返すようですが、維持管理に力を入れていきたいなと、

そういうふうに考えております。 

○委員長（吉田和子君） １４番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） わかりました。当然、用地買収は必要なことですから、これはやらな

いわけにはいきません。ただ、センターハウスもそうなんですけれども、やっぱり人が居なけ

れば管理出来ないということになると、必ずランニングコストがかかります。それは必ず毎年、

必ずかかるというふうになるんです。人を置けば、冬になれば当然暖房もいります。そういう

ランニングコストが今の公園、自然なんかについて言えば、やっぱり財政上の問題含めて、利

用の関係と含めてなると思うんですよ。そうすると、例えば中に案内表示板を作る。それから、

細かい話ですけど、展望台を作る。そういうものを、管理人と言いましょうか、あそこにいら

っしゃる方が、やってくれるんならそれでも良いんですけれども、それを別枠でお金をかける

とすれば、これからの町財政で言えば建物を含めた、そういうランニングコストがこれから一

番財政硬直化を招く中身になると私は思うんですよ。ですから、なるべくそういうものを作ら
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ないような努力。そして、町民が参加するというのは、そういう意味での町民参加が必要にな

ってくるだろうと。それも、逆に言うと押し付けになると駄目になっちゃうということになる。

ですから、公園の管理というのは、かなり難しい、児童公園のように町内会がみるということ

とわけ違いますから。他から来られるわけですよね。あそこで収入を得るというわけにはいか

ないわけですから。そういうこと十分念頭に置いてやらなくちゃいけないというふうになると、

あそこの嘱託職員の方、あの方が公園全体の維持管理の一定部分を担うという形になってるの

かどうか、その点どうでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） 公園の管理についてのご質問でございますが、議員おっしゃられ

るように、現在センターハウスには３人の管理人がおります。３人の方がローテーションを組

んで管理をしていただいておりますが、その管理人の方々は、センターハウスの管理は勿論で

ございますが、センターハウス周辺の広場の草刈り、あるいはトイレなどの清掃もございます

が、出来るだけ周辺の管理についても努めていただいております。ただ、全部が全部手が届く

ということではございませんので、議員おっしゃられるように、必要に応じて別の形でという

ふうにはなると思いますが、その必要に応じてというのは、園路の草刈りであるとか、管理用

道路の草刈りであるとか、その他もろもろございますけれども、そういう意味では最小限の維

持管理は当然伴うものだと思っておりますし、確かに町民の方々に一部手をお借り出来ればそ

れで良いんでしょうけれども、街区公園のような小さい公園とは違いまして、非常に広うござ

いますので、必ずしも町民の方々の力だけではとても無理というふうなこともございます。全

体を通しまして、萩の里自然公園の管理運営協議会、こういうのがございますので、協議会の

皆さんとも相談しながら、町の部分としては何処までやれるのか、やるのか。あるいは、運営

協議会の方々が、この中で事業展開しながら、何を出来るのか。例えば、運営協議会の中では

今年の秋などについては、雨で中止になりましたが、清掃を予定しておりましたが、そういっ

た部分もございますし、出来るだけ町民の方々の手をお借りする部分についてはお借りし、あ

るいは出来ない部分については、町が、あくまでも行政が公園管理者として、費用を持たなけ

ればならない部分もあろうかと思います。何れにしましても、出来るだけお金をかけないよう

に。多くの方々に利用していただけるような環境づくりを進めていきたいと、こういうふうに

考えてます。 

○委員長（吉田和子君） １４番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） わかりました、一つだけ。冬季間の管理体制が、合理的にやる方法が

ないのかどうか。その点は如何ですか。あそこは使用料なんか取る状況ではございませんので、

そういう点で言えば、利用される方も結構利多いのかなとも思いますから、そこら辺合理的に

やれる方法あったら検討すべきではないかと思うんですが、如何でしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） 確かにおっしゃられるように、ああいう施設で入場料というか、

使用料をいただくということにはなりませんので、収入が無いものだと考えて結構だと思いま
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す。冬季間のというお話がございましたが、最低限の管理機能としてのセンターハウスでござ

いますので、そういう意味では最低限の管理に必要な管理の人員の配置、こういうことは出て

こようかと思います。ただ、当然ですけれども雪が降りますので、草刈りとか清掃とかそうい

う部分はございませんが、先ほど申し上げました繰り返しになりますけれども、周辺の清掃な

どについては、冬季間であったとしても、管理人の方々にやっていただくというふうなことで

考えておりますし、現在もそのようにやっております。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方、どうぞ。９番、吉田委員。 

○委員（吉田正利君） １０５ページの３目の公営住宅についてお伺いいたしますが。この日

の出町の公営住宅の将来的な一つの建設計画を考えて質問いたしますが、この公営住宅の結果

について、要するに応募状況、その他の効果点についてどう捉えてるか、ご説明いただきたい

と思います。 

○委員長（吉田和子君） 後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） 日の出の公営住宅の関係でございますが、昨年１６年度までに５

棟完了しております。６０戸でございます。今後あと１棟、１２戸が１７年度、１８年度で建

設が予定されています。ただ今、ご質問にございました、いわゆる効果というのは、どの程度

の方々が応募されてるかというふうなことでございますが。応募につきましては、平成１６年

度に完了して入居いたしました５号棟のことでお答えしますと、１２戸建ての公営住宅１棟で

ございますが、それに対しまして３７件の申し込みがございました。その内、１２世帯、１２

戸入っておりますので、平均しますと競争率は３倍ということになります。 

○委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。 

○委員（吉田正利君） この応募件者の中に、町外からの応募件数とか把握されてるでしょう

か。 

○委員長（吉田和子君） 後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） 現在、私の手元にある資料で見ますと、町外からは４世帯でござ

います。 

○委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 将来的に見た時に、３倍という一つの応募件数でございますから、相

当需要があるという判断でいるわけですけれども、これらについて実質的な潜在応募者。要す

るに入りたくて応募するんでしょうけれども、実質的にどうしても入りたいという、そのよう

な希望者は、この３７名の中にどれ位入ってるのでございましょうか。 

○委員長（吉田和子君） 後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） 申し込む方は、間違いなくその住宅に入りたいということでござ

いますので、潜在的には需要が多いです。住宅が困窮をするというふうな認識でおります。日

の出公住に限らず、公住全体を考えましと、１６年度はございませんが、現在の待機者でいき

ますと、概９０世帯の方々が待機してる状況でございますので、潜在的には公営住宅に入りた

いと、こういうふうに考えてる方が、まだまだ今後いらっしゃるんじゃないかなというふうに
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は認識しております。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方、どうぞ。次へ進みます。 

 ９款、消防費に入ります。１０７ページから１１０ページまでの消防費全般について。決算

書は１４７ページから１５２ページとなっております。質疑のございます方、どうぞ。１８番、

加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） ４点ほど、お聞きしたいと思います。１０９ページ、救急救命士。予

算の時は、一応１６年度は将来的には１０名を目標にしてるんだと。現在は合格すれば８名に

なると、こういうことで。この養成で結果的にどの程度の、２名合格してるのか、状況を知り

たいということ。それから、２目目の（２）９節の旅費です。前にも質問したんですが、これ

は消防団員への報酬だと思うんですが、どうも旅費で計上するのは如何かという質問を何時か

したような気がするんですが。これは、旅費でずっと通す予定なのかどうか、その点。もう一

つ、次の１１０ページ。消防施設整備事業。部品購入費の内、車を１台買っておられるんです

が、予算と結果が違ってるんですね。上の１，７９３万９，０００円の車が、予算上は２，１

００万何ぼ。それから、下の積載資機材。これは予算では１，３００万が１，６００万になっ

てる。おそらく、こういうのは見積を取って計上してるんじゃないかと思うんですが、これが

何故このように相当の開きがあるというのは、どういうことなのか、その点。もう１点は、次

の災害対策費。これには、予算では防災会議運営経費として８万２，０００円計上してますが、

今回は決算は０。ということは、防災対策会議が開かれなかったのか。何故、開かれなかった

のかということが一つ。それから、ここの（１）災害対策経費が予算上では１０３万３０，０

０円になってますが、決算は３３万２，０００円と。随分７０万円ほど違うんですが、何が減

ったのか、その点について伺いたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 前田消防長。 

○消防長（前田登志和君） 初めに救急救命士の養成の関係のご質問でございますけども。平

成１６年度の時点での実績はおっしゃれましたとおり８名養成を終了しております。その後に

つきましては、昨年と今年度で、救命士の資格を所持したものを採用しておりまして、今２名

資格を持った者を採用しております。合計で、現在１０名の資格所有者がおります。続きまし

て、消防団員の出動関係なんですけども、これについて旅費の方から支出するのは如何なもの

かという質問でございますが。これにつきましては、報酬という形でしたらいろいろと税金の

関係の関係もございまして。各消防、全道、全国的にも費用弁償というふうな形で、旅費の科

目から支出してるというのが現状でございます。それから、備品の関係でございますけども、

救急車の車両の本体と、そこに積みますいろいろな救急用の資機材でございますが。当初、見

積を取った額と執行額が違っておりますけども。これにつきましては、高規格救急車のメーカ

ーで、そこに積む資機材も一緒に導入と言いますか、同じような部分でございまして、当初の

予算の時の見積と業者が救急車も資機材も同じ中で多少のずれが出てきたというふうなのが現

状でございます。 

○委員長（吉田和子君） 長内総務課参事。 
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○総務課交通防災担当参事（長内正男君） 私の方から、防災の関係のご質問でございますの

で、お答えをさせていただきます。先ず、防災会議の開催について、開催されていないのでは

ないかというお話がございました。１６年度は、今お話されるように、開催はしておりません。

それで、これらについては、防災計画書の変更等が生じる場合について防災会議を開いて、そ

の中で協議をしていただくということになっておりますので。この時点では、一応防災計画書

の変更を考えていなかったということで、会議を開催してございません。それから、災害対策

費が７０万ほど不用額として出てるのではないかというお話でございますが、これらにつきま

しては、需用費、役務費等の応急災害に伴います経費を計上してございました。ただ、計上し

た後で最終的に決算をした時に、応急災害に対応する経費がかからなかったということで、そ

の分が不用額としてでております。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方、どうぞ。４番、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） この説明を見ましと、消防本部とあるんですが、出張所の部分という

のが、何かわかりずらいんですが、全部この中に出張所の部分の維持管理、そういうものも入

ってらっしゃると思うんですが、出張所に関わる経費として、どれ位この中であるのかという

ことは、もしわかりましたら教えていただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 前田消防長。 

○消防長（前田登志和君） 出張所にかかる経費ということで、別に積算しておりませんので、

全部支出伝票等本署の方で一括、本署と出張所とやってるもんですから、特にそういうような

仕分けについては出来ておりません。 

○委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） ９月だったと思うんですが、消防署が今、港の所に計画させるような

中に、同僚の議員から西部出張所、一緒にしたらどうかという話が出てました。やっぱり、そ

ういう時に一緒にするメリットというんでしょうか、そういう話が出て来ると思うんですよ。

やっぱり、そういうものというのはきちっと把握しておいた方が。やっぱり、そういう話をさ

れた時に、そういうものの数字というのが大事だと思いますので、きちっと把握されておいた

方がいいんじゃないかと思いますが。それは、もし把握出来るものであれば、後で教えてくだ

さい。 

○委員長（吉田和子君） 他に。１４番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） １６年度の消防職員の皆様方の平均年齢って何歳かわかりますか。 

○委員長（吉田和子君） 前田消防長。 

○消防長（前田登志和君） ４１歳です。 

○委員長（吉田和子君） １４番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 何故、今私こういうこと聞いたかということなんですけれど。消防職

員の何人かの方ですけも、お話を伺ったらやっぱり体力的に極めて大変だというお話を聞いた

り、その体力を維持するために、体力増強のことをかなり一生懸命やられてると。それでも大

変だというお話を聞きました。当然４１歳の平均年齢ということは、平均年齢が４１ですから
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消防業務、私は大変じゃないかなって本当に思うんです。自分の歳考えてもそうですから。そ

ういうことで、年齢が一定限度いくと、やっぱり違う所で仕事が出来る体制を、制度的に作ら

なければ、入る量が一定ですから、当然今だって基準の消防人員よりは相当少ないはずです、

白老町は。そういうことからいくと、高年齢の対策をもう考えないと消防そのものが維持、な

かなか大変になるのではないかというふうに思うんですけれども、そこら辺での基本的な考え

方がございましたら。 

○委員長（吉田和子君） 前田消防長。 

○消防長（前田登志和君） この年齢的なものにつきましては、全国、全道的な課題でござい

ます。そのためにいろいろ資機材、ホースですとかいろいろな救急救助資機材の高齢化に対応

する軽量化というのが大分図られて、資機材良くなってきておりますが、やはり年齢だけでな

くて、中にはある程度若くても体力が無い職員も中にはいますので、全てそういうのも含めて

体力増強しなければならないということと、もう一つは例えば通信勤務ですとか、それから消

火栓の点検ですとか、後は事務部門ですとか、そういうふうなこともございますので、適材適

所と言いますか、そういうようなことも含めて検討していかなければならないと考えておりま

す。 

○委員長（吉田和子君） １４番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 消防長としては、苦しい答弁だということがよくわかりました。そこ

で、担当助役さんがどっちなのか、よくわかんないんだけど、やっぱり庁舎全体で物事考えな

くちゃならないんじゃないかというふうに思うんですよ。これは、消防の皆さん方というのは

２４時間勤務で、本当に町民の命と暮らしを守るという表現が正しいかどうかは別にいたしま

して、そうあると。それで、やっぱり一定限度の年齢になった時に、消防署の中で仕事をして

いただく方、年齢がいっても。それは、今言われたように事務部門の方は出来るわけですから、

それは構わないんです。ただ、そうじゃなくて、平均年齢４１だということは、そのバランス

が取れる状況になるまでは、庁舎全体で考えないと、私はいけないんではないかなと。そこに

負担がいって、町民の安全が守れないと、極端なことを言うと。消防団員さんそのものも人数

があんまり増えないし、若い人が入らないというふうに聞いてますので。やっぱり今は町の消

防の方が主たるメンバーですので、そういう制度的な部分を一定限度年齢解消出来るまでは、

庁舎全体として考えるべきだと思うんですけれども、担当助役さん考えがありましたら。これ

以上、消防長は攻めるわけにはいきませんので。 

○委員長（吉田和子君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） 先ほど、消防長が言いましたように、消防の高齢化というのは、大

きな問題だというふうに捉えてます。ただ、ご存知のとおり、職員全体が高齢化しておりまし

て、組織をどう活性化していくかというのも、本当に大きな役場全体としての課題であるとい

うことは前提にございます。それで、一定年齢の中で、５０になれば事務職で引き受けるとか、

そういうこと本当は出来ればいいんでしょうけれども、先ず消防内部でそういう努力をする中

で、どうしてもまだまだ高齢化してくると。今後そうなってくるんです、間違いなく。そうい
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う中で、例えば役場内で受けるとしても、役場の方も本当に職員を補充しないで、なるべく抑

えて採用を控えてる中で、どんどんどんどん毎年毎年高齢化してきておりまして。そういう中

で、消防から来ていただいたから、変は話ですけど、これだけの仕事でいいですよということ

にはならないんですね。本当に一人工の仕事を即戦力でやってもらわなきゃならないと。そう

なると、本当にそこの所でスムーズな事務の執行が出来るのかという、そういう問題が先ず出

て来るということなんです。然らばどうするかということになると、少し多めの採用していか

なければならないと、先を見通して。消防職員だけでもしていかなければならないとこう出て

きます。それもなかなか現状の中では厳しいと。全体の採用枠は決まってますから。ただ今や

ってますのは、消防職員については、比較的一般職よりは意識的にしております。去年もしま

したし、今年も全体枠２名か３名の中、１人する予定にしておりますし。そういう中で採用は

努力はしております。それでも、総枠では定員なんぼって、定員管理計画に基づいてやってま

すから。一般職員を控えてでも、消防職員をしてるということも、一つご理解いただきたいと

思います。そういう中で、将来的な問題として、今のこれから５年後位からやはり大量に採用

した消防職員が退職していくという状況になっていきますから、その辺のバランスは十分考え

て、消防の採用も計画的にということで考えておりますので。現在の所、私共大きい課題だと

いうふうに捉えてます。この問題だとか、看護師ですとか、保育士ですとか、かなり高齢化し

てきて、ああいう職場も体力勝負ですから、その辺の課題整理というのが本当に重い課題だと

いうふうに思っておりますけれども。十分問題意識を持ちながら、私共も検討してるというこ

とはご理解いただきたいと。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方、どうぞ。９番、吉田委員。 

○委員（吉田正利君） １０８ページでの、職員の研修内容についてお伺いいたします。ここ

で、職員の研修で大型自動車、第１種酸欠。第３級陸上無線。ガス溶接の研修予定載っており

ますが、これらについては、既に研修受けられて、ライセンスを取られたかどうかの判断につ

いて一つお願いしたいと思います。それから、決算書で１５１ページ。４目の災害対策費の中

の需用費で、予算の総額を殆んど残してるようでございますが、これについての見解をお伺い

いたします。 

○委員長（吉田和子君） 前田消防長。 

○消防長（前田登志和君） 現在の資格についての状況でございます。大型免許につきまして

は、今現在５１名職員おりますけども、全てが公費ではございませんが、元々持って来た者も

含めて、大型免許につきましては３４名。無線につきましては１７名。ガス溶断につきまして

は１５名。第１種酸欠につきましては７名。これらの者が資格を取得しております。 

○委員長（吉田和子君） 長内総務課参事。 

○総務課交通防災担当参事（長内正男君） 防災経費の需要費の不用額の関係でのご質問でご

ざいます。先ほどお話いたしましたように、これらにつきましては応急措置の災害復旧費に使

う材料。それと、災害対応の職員の食事代等を見込んでございましたが、これらについて使用

がなかったということでの不用額でございます。 
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○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方、どうぞ。暫時、休憩をしたいと思います。 

休憩 午前 １０時５８分 

  

再開 午前 １１時１０分 

○委員長（吉田和子君） 休憩を閉じて、委員会を再開いたします。 

 それでは、１０款、教育費に入ります。１１１ページから１１４ページまでの１項、教育総

務費全般について。決算書は１５１ページから１５６ページであります。質疑のあります方、

どうぞ。４番、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） １１３ページなんですが、ちょっと中身を教えてほしいんですが。（１）

の１９節負担金、補助金及び交付金の白老町校長会の３４万なんですが、この３４万の使い道

ったらおかしいんですが、どのような形で使われてるのかということをお聞きしたいと思いま

す。 

○委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） 校長会の３４万円の補助金の内、１０万円が教頭会に補助す

る形になります。校長会、教頭会いずれも白老の校長会から胆振管内の校長会、あるいは全道

校長会あるいは教頭会、そちらの方に負担金という形で支払いになります。また、それぞれの

校長先生達、あるいはそれぞれの教頭先生達が研修する費用もありますが、それぞれ個人の会

費、こういったものも合わせて経費をやってます。その一部の親会等の団体の負担金、こうい

ったものは町の方の補助金を出しているという形になります。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方、どうぞ。７番、西田委員。 

○委員（西田祐子君） １１３ページの白老町教育研究会なんですけども、約１００円万程計

上されておりますけども、どのような研究会に主に使われてるのか、中身を教えていただけれ

ばと思います。 

○委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） いろいろありますが、大きなものにつきましては、研究する

ため指定校を定めまして、研究発表をする学校に対して、当該年度の指定された学校について

は２５万円とか、次年度研究発表する学校については２０万助成するとか、そういった形にな

ります。あと書道研究会とか、そういったとこに助成したり、あと情報推進協議会、これも研

究会の中に入ってますので、そういったとこに助成をしております。 

○委員長（吉田和子君） ７番、西田委員。 

○委員（西田祐子君） そうしましたら、教職員研修経費というよりも、むしろ指定校を２５

万とか、次年度２０万というのも研究というよりは、むしろ学校に対する経費というふうに考

えてもよろしいんでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） そういった部分もありますし、先生方が研修する部分もあり

ますので、当然研究発表ということは、先生方が授業の教え方をどうしていくかと、この研究
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発表ですから、当然先生方の研修費になってきます。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方、どうぞ。９番、吉田委員。 

○委員（吉田正利君） １１４ページの５目の（３）の白老町入学準備金の貸付事業の内容に

ついて、現状どのような運営のされ方をされているか。それから、現在の利用状況について報

告いただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） 平成１６年度の貸付につきましては、１０件の申し込みがご

ざいまして、８件の貸付をいたしております。金額につきましては２３９万円。平成１７年度

につきましては、現在１件で３０万円のみになっております。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方、どうぞ。次に進みます。 

 １１４ページから１１８ページまでの２項小学校費全般について。決算書は１５５ページか

ら１５８ページであります。質疑のあります方、どうぞ。１３番、斉藤委員。 

○委員（斉藤征信君） １１８ページ、小学校ホームページ、図書館図書データベース整備事

業。これは中学校も同じ項目があったけども、それは関連するわけで、こちらの方でお聞きし

たいなというふうに思います。資料５を出していただきましたんで、それに基づきながら質問

をしたいと思うんですが。資料によりますと各学校のデータベース化は平成１５年に完了をし

たと。そもそも、図書をデータベース化するということは、蔵書の管理と共に自分の学校に無

い図書を町の図書館だとか、それから各学校間で検索して調べると。こういう調べ事業に役立

てるということから考えらてれたものだというふうに私は思っていて、データベース化出来ま

したから１６年度から各学校間の遣り取りなんかも始まったのかなということで、どういう状

況なのかという、そのことを聞こうかと思って、この資料をいただいたんですが、供用開始が

１７年。１７年もしかも各学校間じゃなくて、自分の学校の蔵書の整理だとか、貸し出しだと

か、そういう所で、未だとてもそこまで行かないと、こうようなことが読み取れたんですよね。

そうするとデータベース化して、１６年はいったい何をしてきたのか、１７年で供用開始とい

うわけですから、１６年はなんだったのかという話なんですかども、そのあたりお聞かせいた

だければと。せめてデータベース化出来たら１６年度はモデル校なんかを作ってやり取りをし

てみるなんてことが、考えられなかったのかどうなのか、そのあたり教えてほしいことと、も

う一つ、１６年度の予算を見ますと、緊急雇用対策でほぼ１００万使ってるわけですよね。そ

うすると、これは人件費だと思いますので、この委託料の約１００万というのは、じゃ一体何。

ラベルを貼ったりする、そういうような仕事に全部使ったのかどうなのか、そのあたりを教え

てほしいなと思います。 

○委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） 先ず、平成１６年度で何をやったかということなんですが。

先ず、予算上は蔵書データベースと図書館図書のデータベースと、それからホームページと、

こういうふうになってます。１５年度は、蔵書のデータベースを終わらせて、１６年度に各学

校のホームページを開設する作業を行っております。そのために人を雇って。これは振興公社
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に委託して、人を派遣していただいて、各学校のホームページを開設しております。昨年の８

月末位に各学校のホームページを開設しております。それから、データベースの関係で１６年

度は１７年度供用開始に向けて、本来であればライブマックスというソフトを各学校へ入れて

運用すればいいんですが、これはちょっとお金がかかるもんですから、独自に簡易的なソフト

を作り上げて、そのために一年間準備は遅れております。その簡易的なソフトによって、バー

コードで借りる人間、本の後ろにバーコードが付いてますので、それと合わせて貸し借りを簡

略化というか、なかなか各学校で貸したり戻したりする管理が大変なもんですから、それをも

っと管理し易くしていく、このように考えてます。その、学校間の図書の検索は出来るんです

が、実際の貸し借りはこの流通システムをどういうふうにするか、これちょっと未だ解決が見

出せないものですから、将来に向けて今検討している段階でございます。 

○委員長（吉田和子君） １３番、斉藤委員。 

○委員（斉藤征信君） 大体よくわかったんですけど、話が図書のデータベース化と同時にホ

ームページも一緒に進んできてるという、あちこちになってしまってお金がかかってるんだな

ということがよくわかるんですけども、子ども達が図書を検索する、自分の学校に無いものを

よその図書を検索して、そこから調べ学習の材料を得るということが、特に急がなければなら

なかったことじゃないのかなというふうには思ってはいたんですけれども。そうしますと、今

未だ各学校間の検索は出来ないと。検索だけは出来るんですか、町の図書館も含めて。検索は

出来る。ただ、貸借関係のシステムだとか、どうやって借りて、どうやって返すかというよう

な、そういう流通システムについては、未だそこまで出来ないけれども、将来的にということ

になってますよね。私は、このデータベース化したらもうかなり早い時点でそれが出来るのか

なと思ってたんですけども。そういしますと、そういう流通システムまでいくとなれば、かな

り高額なソフトを買わなければならない。それには今の財政事情では出来ないと、こういうこ

とになるとすれば、何年位かけてこの事業をやろうとしてるのか、その見通しがあれば聞かせ

てほしいし、どの位のお金があれば、そういうことまで可能になってくるのか、そのあたり教

えていただければなと思うんですが。 

○委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） この各学校間の図書の流通システムについては、特にソフト

関係は必要はないというふうに考えてます。出来れば、先ほど申し上げたライブマックスを各

学校に入れればやり易くて良いんですが、１個あたり１０万がかかって、そこへデーターを修

正するのに毎年５万がかかると、こういうような話も聞いてますので、出来ればそれはかけた

くないと。今の簡易的なシステムで、やりたいとは思うんですが。ただ、本の移動にどうしら

いいか。これには労力がかかってくるんですね。限られた人員の中で、どういうふうにシステ

ムを考えるか。これが今悩んでるわけです。出来るだけ早くやりたいというふうには思ってま

すけども、非常にそれぞれ学校とか、図書館とか、あるいは他の関係の協力が必要なものです

から、もうちょっとじっくり考えた上でスムーズに行くような方法を検討している最中です。

ただ、年度的に何時からやるかというのは、まだ見出せない部分があります。 
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○委員長（吉田和子君） １３番、斉藤委員。 

○委員（斉藤征信君） ３回目ですから、お聞きしておきたいと思うんですが。ホームページ

方の話があったんで。見ましたら全小中学校のホームページを開設したと、こういうことにな

ってるんですけども。ホームページというのは、各学校で持たなきゃならなかった狙い何なの

か。これちょっと、基本的な部分かもしれませんけれども教えてください。ホームページだと

か、中身常に替えていかなきゃならないという、そういうものだろうと思うんですけども。そ

れと、図書管理のネットワークづくりにしても、技術が相当なものが、必要なんじゃないか。

そうすると、学校の先生方がそういう技術的についていけるの、こなしていけるのか、どうな

のか。今、司書教諭というのはそんなにいないわけですから、先生方がやっていかなきゃなら

ないと思うんですけども、専門の担当者なんかを配置しながら、こういうことをやろうとして

るのかどうなのか、そのあたり教えてください。 

○委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） ホームページの開設した狙いについて、学校基準では学校の

情報を各地域に情報を流していきなさいと、こうようなことがあって、また最近の状況では各

よその町でもホームページを開設しているという状況があります。白老町においても先んじて

社台小学校とか竹浦小学校などでは、もう既にホームページを開設した所もございますので、

合わせて町内の全小中学校について、ホームページを開設するというようなことで、昨年開設

をしたわけです。そのホームページの内容については、学校教育の目標だとか、経営の内容と

か、そういったもの。あるいは、子ども達の運動会の様子だとか、いわゆる学校行事の内容等

について、掲載をしております。ホームページは当然更新をしていかなければならないわけで

す。当然先生たちがそういう技術を持ち合わせているかという、こういったご質問なんですが、

当然学校によって、得意な先生がいらっしゃる所はきちっと更新して進んでおります。そうい

った先生がいない所については、どうしても更新が滞ったりする場合があります。こういった

ことについては、教育委員会の担当者が行って指導するようにしております。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方、どうぞ。１６番、谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） 内容をちょっと確認したいんですが。１１８ページの（９）番。起業

家教育実践研究事業授業、この内容について教えていただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） 起業家教育につきましては、平成１６年度から、１７年度２

年間、北海道教育庁の指定を受けて、やっております。この取り組みは、町内白老小学校と虎

杖中学校。それから苫小牧工業高等学校。小中高、この３校が連携して物を作って、どういう

ふうに。要するに商品開発をして売り込んでいくと。そのことによってチャレンジ精神とか、

問題解決能力を身に付けていきましょうと。ゆくゆくはニートの問題とか、そういった学校を

卒業した後に就職に着かないとか、そういったことがありますので、こういう学校にいる内に、

そういうふうにならにようにある程度精神的に訓練していきましょうと、こういう目的でやっ

ております。道の方からは各学校３５万円の補助をいただいております。これは２年間で、今
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年苫小牧工業高校で製品、石鹸とか入浴剤。こういったものを苫小牧工業高校で開発して、小

中学校では、その製品のネーミングとかパッケージのデザインとか、こういったもの。あるい

は虎杖浜の温泉のエキスを使った方が良いとか、そういったアイディアを出して授業をやって

おります。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方、どうぞ。７番、西田委員。 

○委員（西田祐子君） １１６ページの（２）の就学援助。特殊学校教育就学の所の２０番扶

助費の所なんですけども。国庫支出金として、３３７万７，０００円出てるわけなんですけど

も、実際では決算上では１，１５３万５，７０１円。８１５万程白老町の方が多く負担してる

わけなんですけれども、この状況というのは、１６年度は小学校のお子さんの割合から見ると

１５．６％の人達がこのような形になってるんですけども、これはどうなんでしょうか。年々

増えてるんでしょうか。それとも、大体こんな数字なんでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） 先ず、準要保護の児童の数でございますが、年々増えており

ます。増え方については、データ持ち合わせておりませんが、確実に増えております。それか

ら、国の方からの補助については、原則２分の１でございますが、予算の範囲以内で補助をす

るということになってますので、国の方の予算が決まっておりまして、当然、児童生徒が増え

てきますので、当然各市町村に対する補助が薄まきになってくるという現状でございます。 

○委員長（吉田和子君） ７番、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今、年々増加してるというふうにおっしゃいましたけども、確かに私

の子どもの行ってる頃から比べましたら、最近特に小学生のお子さんを持ってる親御さんで、

またそういうお子さんも随分いるものですから、そこの中で教育ということは、やはり平等に

受けさせてあげたいし、また給食費なんかも当然、他のお子さんと差別があってはならないと

思うし、修学旅行も同じように行かせてあげたいという思いから、これだけのお金を出しては

いるんですけれども、実際問題といたしまして、やはり国の方でも教育って言いながら、少子

化って言いながら、実際にはどんどん削っていってるわけですよね。この辺の現状をもっと道

とか国の方とかに訴えていってほしいなと、これを見ながらつくづく感じたんですけども、そ

の辺は如何なものでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） これは平成１６年でこの補助は無くなったんです。それで１

７年からは今度は交付金という形で入ってきますが、やはり実は非常に少ない形になっており

ます。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方、どうぞ。９番、吉田委員。 

○委員（吉田正利君） １１５ページのスクールバスの件でお伺いいたします。現状のバスの

運行状況を。利用人数についての統計がございましたらお知らせいただきたいと思います。後

は、同僚議員が質問ございましたので省略いたします。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。 
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○学校教育課長（目時廣行君） 運行状況につきましては、今２台あります。こだま号が大型。

それから、やまびこが中型というか。中型バスについては、飛生から通ってる児童生徒の送り

迎えという形が主になっております。それ以外に学校行事ですね。見学に行くとか、あるいは

プール学習、スケート学習、屋外学習、こういったことに使っております。また、空いてる時

については、社会教育、あるいはその他の団体にお貸しをする場合があります。あと、中体連

で遠征をする場合に使ったり、そういったことに使っております。利用人数につきましては、

ちょっとデータを取っておりませんので、わからない状況でございます。 

○委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 飛生関係の生徒の数は大体どれ位なんでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） ちょっと今、データ持っておりませんけれども、確か７名だ

ったと思います。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方、どうぞ。 

 次へ行きます。１１８ページから１２３ページまでの３項、中学校費、４項、幼稚園費全般

について。決算書は１５７ページから１６２ページです。質疑のあります方、どうぞ。１８番、

加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） １２２ページの特殊学級。ここは中学校だけですけども、先ほどの審

議した小学校の学級との関連も含めて伺いたいんですが。この１６年度は、新設整備に結構の

お金をかけております。一つは、特殊学級会場経費というのが２５万２，０００円計上されて

いたんですが、決算では記載されていない。おそらく、いろんな所に入って補正はされたんで

しょうけれども、この点が一つと、その後の開設された特殊学級というものの、問題点がある

のかないのか、そのあたりはどのような経過をしているか。もう一つは、各学校に特殊学級が

設置されましたが、それの在籍数、出来れば教えていただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） 先ず、特殊学級の２５万５，０００円。当初予算と違う部分

で、主要成果に金額が載ってないという部分については、後ほど調べてお答えしたいと思いま

す。それから２点目の問題点。問題点につきましては、今の所、特別支援教育という形での平

成１９年から本格的に導入するという観点からいきますと、やはりコーディネーターという各

学校にそういった先生を配置しなければならないという部分では、その人材を育成していかな

ければならないと、こういった問題点としては考えられます。今の所、それほど重度な障害の

ある児童生徒はいない状況ですから、先生方に負担がかかるような状況にはないというふうに

は判断しております。１人ないし２人位は重度の方いますけれども、ある程度それはお互い先

生方が協力し合って見ている状況ですので、今の所問題はないというふうに考えております。 

それから、在籍の数でございますが、小学校で２５名。これは、ちょっとデータは１７年度の

５月１日現在の数字になりますが、小学校で２５名、中学校で１８名というふうになっており

ます。あと、障害の種類につきましては、障害毎に集計はしておりませんけれども、知的、情
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緒、虚弱、それから今年から言語の特別教室も増えております。それから肢体不自由、こうい

った４種類、このようになっております。その他に通級指導教室。言葉の教室が通級施設とし

てあります。こちらの方には２９人の子どもが通級している状況にあります。 

○委員長（吉田和子君） １８番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 聞き漏らしたんですが、小学校２５名。中学校１８名と。そのための

専門にこれに関わってる先生と補助っていうのか、サブっていうのか、そういう先生もおられ

るんでしょうけれども、一応専門に携わってる先生は何名なんですか、在籍数は。 

○委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） 先生の数につきましては、持ち合わせていないんですが、学

級数で、大体学級に１人、プラスアルファーの形になるんですが、参考までに学級でいきます

と、小学校が１２。中学校で９になります。これにプラス多少１ないし２位の先生の数になる

という形になります。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方、どうぞ。１１番、氏家委員。 

○委員（氏家祐治君） １２１ページ、（６）の吹奏楽の楽器購入事業について、ちょっとお

聞きしたいんですけども。確か、これは今年度で終了事業だと思ったんですが、その辺の確認

と。吹奏楽の楽器購入事業が始まった目的といいますか、そういった所の確認をさせてもらい

たいと思うんです。もう１点は、この４４万４，１５０円。このお金がどういった基準で決め

られてるものなのか。確か、３年間という記憶があったんですけども、３年間だとすれば、１

３０万弱位の予算になると思うんですけども、その額がどういった基準で決まったのか、それ

をちょっと確認させていただきたい。 

○委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） １６年度、先ず楽器については、フットティンパニー。基準

は特にありません。要するに器具に、楽器を購入するに必要な金額で予算を取りますので、基

準はありません。１８年度の予算についても、学校から要望が出ております。確か、これは３

年計画で整備するという話は聞いているんですが、学校では常に楽器が古くなって、更新して

いきたいと、こういう考えがあるんですね。教育委員会としては、全体像が見えないもんです

から、今どういったものが何年がかりで何年計画で整備しなければならないのか。これは今、

学校の方に逆に問いかけて、そらからまた判断しようというふうに考えております。このよう

なお答えでよろしいでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） １１番、氏家委員。 

○委員（氏家祐治君） ティンパニーという楽器が例えば３年計画とすれば１３万位の金額だ

と思うんですが、これは学校側から見積もりを取ってやったものなのか、それともティンパニ

ーがほしいということでもって、教育委員会でもって見積りを取って、この金額を決めたもの

なのか、先ずそれが一点聞きたいんです。それと、次年度以降の話もされてましたけども、こ

れは萩野中学校に限ったことじゃないですよね。多分、萩野中学校は全道大会に行ってるどう

のこうのという話があって、こういった費用を見てくれたと思うんですよ。ただ、頑張ってる
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学校というのはまだまだあるんですよね、白老中学校にしても、いろんな中学校があると思う

んです。そういった全体像でもって、もしこういった事業が続くんであれば、そういった部分

を全部網羅した中で考えていかなければならないと僕は思ってるんです。ティンパニーの購入

に対しての予算立てを学校側がしたのか、それとも行政側でやったのかということを１点お聞

きしたいのと。もし、行政側でやったとした時に。先ず、その１点お聞きします。 

○委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） 要望の学校の方からカタログとあるいは見積りとあるいはカ

タログのコピーあるいは見積りが提出されます。当然、教育委員会としても、業者から見積り

を取って適正な価格で予算要求をする、こういう形になります。 

○委員長（吉田和子君） １１番、氏家委員。 

○委員（氏家祐治君） 最後になりますので。僕、どうしてこれを聞きたかったかというと、

多分行政が取る見積りと学校また関係者、吹奏楽に関わる関係者の方々と見積りの取る金額と

いうのは違うと思うんです。これ、特に町の支出金ですよね。何処からも助成もない、町から

のお金です。ですから、もし１５０万する楽器が町の見積り取って１３０万になったのかもし

れませんし。もっと吹奏楽と関連のある方々が上手く交渉すれば、変な話１００万で入った楽

器かもしれないんです。ですから、もしそういったことであれば、見積りの段階で行政のやる

ことなのか、学校側また関係者で見積りを取らせて、うちで取った見積りはこうだったけども、

そのお金はそういうふうにして支払いましょうという形取った方が、町のためにもなるし、学

校側もそういった関係者の方々との連携という形の中で、大事な楽器を安く買えればそれに越

したことはないわけですから。また、それだけの予算があるとすれば他の部分にも使えると思

いますので、その辺の有意義さをこれからの事業に展開していっていただければなと思うんで

すけど、その辺については如何でしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） 稀なケースだとは思います。そういった可能性があるんであ

れば、是非そういったことをアドバイスしていただければ、うちの方は当然協力し合って出来

るだけ安い物を購入したいというふうに考えております。 

○委員長（吉田和子君） １３番、斉藤委員。 

○委員（斉藤征信君） 今の話のもう一つ下の（７）、１２１ページ、基礎学力の定着度調査

の件なんですが、前にお話を伺った時に学校からの要請でこういう学力定着調査をやるんだと

いう話伺っていました。その結果がどんなふうに委員会の方に報告されてるのか、学校だけで

まとめてるのか、教育委員会として、その結果を抑えてるかどうか、その点だけ伺いたいんで

すが。 

○委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） 先ず、教育委員会から業者に発注して各学校へ、その問題を

やります。報告は教育委員会に来ます。教育委員会から各学校へ送る形になります。１６年度

につきましては、最近各自治体でも各学校にこういった学力検査をやっているということがあ
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って、１６年度分、今年の３月に実施したわけですが、混んでいるという状況で、報告が大分

遅れております。これについては、ホームページ１５年度分と同様に載せるように今、一般の

先生方の意見を聞きながら進めている状況でございます。 

○委員長（吉田和子君） １３番、斉藤委員。 

○委員（斉藤征信君） 調査をする以上、これが結果としてどう活かしていくかということが

最大の問題だと思うんです。やってしまって、これだけの高いお金をかけて、こんなもんかっ

て投げ捨ててしまうような状態というのは、なるべく作りたくない。是非、何とか活かしてほ

しいということでいうと、追跡調査をどんなふうに活かしてるのかということを確認すること

も大事じゃないかなというふうに思うんですが、そのあたり、そういう調査まで手掛けている

かどうか、その点伺います。 

○委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） 追跡調査まではしておりません。ただ、各学校でどういった

活用の仕方しているのか。あるいは、どういった活用をしようとしているのか、これは機会あ

る毎にお話しをさせていただいております。それぞれ子ども達の成績が出てきますから、個別

の指導に活かすとか、先生方が教え方がこの部分が弱いなとか、そういった部分で活用をして

いる状況です。更には、その到達度の部分で、やっぱりこの部分はもうちょっと上げていかか

ければいけないとか、そういった個別の教える部分で、もうちょっと先生方が力を入れてくべ

きとか。出来れば、パソコンを使って、データを入れて分析していただければ本当はいいんで

すが、そこまでは未だいってないようです。これからは、やっぱりそういった追跡調査もした

いというふうに考えております。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方。７番、西田委員。 

○委員（西田祐子君） １２５ページ、よろしいでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） １２３ページまでです。次、３番、山本委員。 

○委員（山本浩平君） １点、お聞きしたいと思います。中学校教育用コンピューターという

ことで、国庫支出金の特定防衛施設周辺整備調整交付金。このお金で約９０％賄ってるという

ふうに見れるんでね、今回の中学校のコンピューターに関しましては。こういう内容のものの

お金が使われているんだよということを、例えば学校の校長並びに学校の先生一人一人まで周

知徹底してるようなことを行っているのかどうなのか、その辺一点だけお聞きしたいと思いま

す。 

○委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） 購入したパソコンに、その補助の名前、当然、特定防衛施設

の補助ということで全部ラベルが貼ってありますので、一人一人先生方も子ども達もそれはわ

かるというふうになってます。 

○委員長（吉田和子君） 他に、質問のございます方、どうぞ。一点、斉藤委員の質問にプラ

スしてちょっと聞きたいんですが。教育長の総括の中にもあったんですが、さっきの試験、総

合的な学習内容の習熟度の試験と共に、白老中学校が文部科学省の学力向上のフロンティア校
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としての効果的な習熟度のあり方について、研究の進化を図ってますということで、２年目と

いうことですね。これは全部今、学力低下ということが言われてますので、その中で出て来た

ことだと思うんですが、先ほど聞いてますと、試験の結果はホームページで紹介されてますと

いうことなんですが、白老町の教育委員会として、学校関係として、このことが学力向上に繋

がっていると判断しているのかどうなのか、その点伺いたいと思います。目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） 先ず、習熟度の関係で白老中学校につきましては、今年で３

年目になるわけです。当然、学力向上もありますし、平成１４年には白老中学校も非常に荒れ

ていた状況でもあったと。先ず授業がわかる、そういうことによって荒れた学校が非常に落ち

着いてきてるという効果もあります。当然、習熟度別をやることによって、基礎的、基本的な

ことが、子ども達が楽しみながら授業を受けると、こういうことがありますので、当然学力も

上がってきているというふうに考えております。 

○委員長（吉田和子君） 他に、質問のございます方。では、昼食の休憩に入りたいと思いま

す。再開を１３時といたします。 

休憩 午前 １１時５９分 

  

再開 午後 １２時５８分 

 

○委員長（吉田和子君） 休憩を閉じて、委員会を再開いたします。 

 １９番、１２３ページ５目、社会教育費、１、１項、社会教育総務費から１２７ページ２目、

公民館費まで。決算書は１６１ページから１６４ページであります。質疑のあります方、どう

ぞ。１３番、斉藤委員。 

○委員（斉藤征信君） １２５ページ。芸術活動について。これはここでいうのは、社会教育

関係の芸術鑑賞なんかだと思うんですけども、学校関係のものがないもんだから、ここでお聞

きしたいんですけども。子ども達全体が、全校生徒なんかが生の芸術に触れる機会が、今どう

いう状態なのか、その実態を伺いたいなと思うんですが。ここで書かれてるのは、一定程度の

幼児、小中学生、保護者という形で出てるんですが、全町の子ども達が、こういう生の芸術に

触れる機会というのがどういうふうにあるのか、そのあたり伺いたいなと思うんですが。 

○委員長（吉田和子君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本 譲君） ここに書かれております芸術鑑賞事業につきまして、学校の

児童生徒を全て対象にするという事業につきましては、１６年度についてはございません。た

だし、ここに書かれている札幌国際大学オペレッタ公演事業であるとか、いろんな移動展関係、

講座、教室、これらについてはそれぞれ小学生、中学生対象の事業もございますので、そうい

った部分についてはそれぞれの学校に参加のご案内を差し上げてるといったのが実態でござい

ます。 

○委員長（吉田和子君） １３番、斉藤委員。 

○委員（斉藤征信君） ここで聞くのは、悪かったかもしれませんけども、社会教育としては
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希望者に見せてあげる機会を持つということは当然なんですけども。これ、学校教育の方で聞

くことになるんですが、学校教育の方でそういう機会というのはあるのかどうなのか、そのた

めの予算はあるのかどうなのかという点で教えていただきたいんですが。 

○委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） 学校教育の方で特に予算は見ておりません。ＰＴＡ等でそれ

ぞれ負担をして学校で呼んでやってるというケースはそれぞれの学校でやってると思います。 

○委員長（吉田和子君） １３番、斉藤委員。 

○委員（斉藤征信君） こういう田舎に住む子ども達が生の芸術に触れるという機会、そうい

う感動を味わう機会というのはもの凄く大事だし、どうしてもこれは作ってあげなきゃならな

いものだというふうに思うんですよね。これが勿論学校でやる場合には料金取って見せるとい

うことになるんだけども、やはり自治体としてもある一定の補助をしながら、少しでも安くて

いいものを見せるという機会というのは年に１回は必ず作ってあげると、ぐらいのものという

のがどうしても必要じゃないかという気がするんですよ。行きたいものだけ見ればいいという

ようなものではなさそうな気が。私達も経験上、本当に生のものを見て感動する機会というの

はかなりあったし、やはりそのことが人間教育上大事なものだというふうに感じるもんだすか

ら、本当にそういう機会を作ってあげていくということが考えられないかどうか、その点だけ

伺いたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本 譲君） そういった事業につきましては当然、必要性を感じておりま

す。それで、昨年につきましても、小学校４年から６年を対象ですけれども、文化庁の補助を

いただきまして子ども芸術鑑賞事業。１７年度も実際行いましたけれども。全ての１年生から

６年生、中学生までといったよう対象で出来ればいいんですけれども、低学年、高学年という

形での事業があるもんですから、そういったものにつきましては、今後も積極的に手を挙げて、

そして中央から来ていただいて鑑賞する機会を設けていきたいなというふうに考えております。 

○委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） 学校教育の方で特に予算は無かったんですが、平成１６年、

昨年、牧千恵子さんのご好意による各小学校体育館で演奏、これはやっております。 

○委員長（吉田和子君） 他に。７番、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 同じく今、斉藤委員がおっしゃった所で、ここの部分の所で、やはり

お子の部分の所がオペレッタをしていただくのは大変ありがたいんですけれども、白老町にも

親と子の劇場というのがありますとね。そういう所が、例えば緑ヶ丘小学校でやったりしてる

のは、多少聞かせてもらってはいるんですけれども、オペレッタなんかをさせていただいた時

に、はっきり言って子ども達に集まりなさいといっても、正直言って白老町内の子ども達は簡

単に来れるんですけども、虎杖浜、竹浦、萩野、向こうの方になりますとなかなか親御さんが

一緒に連れて来るという機会でないと来られないというのをずっと以前から感じてはいたんで

す。ですから、本当であれば、これ別に日曜日でなくて平日でもいいですから、学校ぐるみで
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コミュニティセンターでどうして出来ないのかなというのは、非常に不思議には感じてたんで

す。ですから、年に一度だけでもやはりそういうきちっとしたものを、これだけ予算使ってる

んですから、何とかしていただければありがたいなと気持ちが一つです。それともう一つが、

白老町文化団体連絡協議会で今年度も文化祭始まりましたけれども、年々文化祭の展示物が減

ってきている。これだけの予算をやってはいて、いろいろな所でそれそれの団体は活動してる

んですけれども、文化祭自体が展示するものも無くなってきて、寂しくなってきてるなと。萩

野地区の方とか虎杖浜の方とかでもやってはいるんですけども、それに出展する人達が高齢化

してきてる問題があるんだというふうな話なんかも聞いて、その辺はどのように捉えておられ

るんでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本 譲君） 先ず、芸術鑑賞に関しての全小学生、中学生を集めてという

ことなんですけども、出来れば是非そういう機会を設けたいなということで、以前にもバスを

出して一応各虎杖浜から社台まで集めた事業を計画をして実施したこともあるんですけれども。

なかなか時期的な問題とバスの経費の問題がございますので、現在では補助金をいろいろと探

して、また芸術団体も、いろいろな団体自体も補助金を探して、地方に行って公演をするとい

う動きも見えてますんで、是非そういった所と連携をして、出来るだけそういった形で取り組

めるように検討していきたいとは思っております。あと、文化祭の関係なんですけれども、点

数的には大体横ばい位かなと。特にジャンルにおいても、流行といいますか、流行ってるもの

と、ちょっと衰退してるものとかっていう波がありますけれども、人数的にいうとかなり多く

の方が出品しているんではないかなと抑えておりますけれども。ただ、年々、逆に各地域での

文化祭が活発にされてきてるなというのは、ここ数年受け止めております。虎杖浜、竹浦、５

日から萩野が始まりますが、それぞれの地域での文化祭についてはかなり活発的にされている

と。ただ、白老におきましては、やはり４０回ということもございまして、かなりマンネリ化

傾向にあるかなというのは実際感じておりますんで、その辺、文連協と今後十分検討しながら、

もっとより良い文化祭になるようにしていきたいなというふうに考えております。 

○委員長（吉田和子君） ７番、西田委員。 

○委員（西田祐子君） これは学校教育課長の方にお聞きしたらいいのか、社会教育課長の方

にお聞きしたらいいのか、ちょっとよくわからないんですけれども、今の文化祭のことなんで

すけれども、今年度も子ども達の出品が少なかった気がするんですよね。白老町に高校２つあ

りますよね。そこの高校生の生徒、そういう所に働きかけてるのかどうなのか、その辺も少し

お聞きしてみたいなと思ったんですけれども。 

○委員長（吉田和子君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本 譲君） 文化祭につきましては、文連協が主催、主管でやられますけ

れども、全ての学校にご案内して、実行委員会を組んで開催してるということで、当然高校の

方にもご案内をして、是非参加していただきたいというような形で進めております。特に高齢

化されてるもんですから、準備の関係でなかなかパネルを運搬したり、椅子を運搬したりとい
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うことで、実行委員のメンバーの方もかなりご苦労されて、自衛隊の方にもお願いして。ただ、

自衛隊の方も力仕事だけではなくて、是非文化祭自体に参加していただきたいと。そして、一

緒に会場設営から展示まで行っていただきたいというようなことで。当然、高校にも一応お願

いをして一緒になってやっていただきたいというようなことで、呼びかけはしておりますけど

も、実際問題としては参加が無いといったような状況で、今後も積極的に学校の方にも働きか

けていきたいなというふうに思っております。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方、どうぞ。ありませんか。 

 次へ進みます。１２７ページ、３目、図書館費から１３２ページ、５目、仙台藩白老元陣屋

資料館管理費まで。決算書は１６３ページから１６６ページとなっております。質疑のござい

ます方、どうぞ。１３番、斉藤委員。 

○委員（斉藤征信君） １３１ページの文化財の保護の問題について、資料６で資料を提出し

ていただきました。埋蔵文化財について、若干伺いしたいんですが、この資料によりまして、

白老町に４３ヶ所の埋蔵文化財の宝蔵地があるんだということを、この数の多さにびっくりし

たんですが。大体、社台の遺跡、アヨロの遺跡、虎杖浜の遺跡、ポンアヨロの遺跡、それぞれ

書かれてるんですが、２千年から５千年前の出土品、たくさんある。パンケースが千箱以上だ

というようなことも、相当な量だということがわかりました。それを管理しながら必要に応じ

て貸し出しもしているんだということがわかったんですが、私は考古学には暗いんですが、何

もわからないんですが、貴重な文化財といいますか、この文化財を町民の目に触れられていな

い。そして、この地から出て来ているそういう出土品が、どういう値打ちを持ったものかとい

う、良いのもわからないまま、しまい込まれてるというのは、やっぱり学習が奪い取られてる

ということから言うと、もったいないなという気がしてしょうがないんですよ。実際には、こ

こから出土するそういう遺品というのもかなりの値打のものだというふうには伺っているんで

すけれども、この間コミセンに行ってみまして、並べてあるものも見てきたんですけども、や

はりこういうものが町から、こんな貴重な物が出てるのかというような、はっとさせられるよ

うな説明書きも何も無かったような気がするんですよ。やはり、そういうものが町民の目に触

れて、解説を読んで学んで、ああなるほど白老町ってこういうものかということがわかるとい

う、そういうチャンスというのは是非ほしいなというふうに思うんですが、過去の文化財に光

を当てて後世に伝えていくというもの、そのことも自治体の仕事でないのかなというふうに、

そういう大事な役割なんだというふうに考えれば、町民の目に触れていくような手立てという

のが、今までどう考えられてきているのかどうかという点を伺いたいなというふうに思うんで

す。 

○委員長（吉田和子君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本 譲君） 先ず、文化財につきましては、町内いろんな箇所で発掘され

ているわけですけれども、基本的には発掘されたものを後世までに引き継いでいくと。そうい

いたものを大事に保管していくというのが、一つの役割だと思うんですけれども、更にそのも

の自体を現在の人々に知っていただくということも非常に大事なことだと思います。そういっ
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た意味からも、なかなか展示をして、例えば巡回展なり、展示会なりというようなことは、そ

れらを全て集めてという機会は今の所、ちょっと持ってはいないんですけれども、出来ればそ

れぞれの地区毎に、例えば社台であれば社台で出た物、虎杖浜であれば虎杖浜で出た物という

ような形で、今後それぞれ学校なり地域にＰＲして、そして展示が出来ればいいんですけれど

も、出来なければ何らかの形で見ていただくような形を、今後いろんな工夫をして実施してい

きたいなというふうに考えております。 

○委員長（吉田和子君） １３番、斉藤委員。 

○委員（斉藤征信君） 出土した物を一ヶ所に集めて見せるか、その地域毎に別々に保管しな

がらみんなに見せていくかという、この方法というのは様々なような気はするんですけれども、

決定的に考古学を担当する学芸員というんですか。その学芸員を配置していない、そういう人

達がいないということが、一番大きな埋蔵文化財を眠らせてしまっている原因かなということ

も考えるわけです。だから、歴史と文化の町というんだから。せめてそのことにもう少し光を

当てるためには、学芸員がどうしても必要じゃないかというふうに思うんですが、その学芸員

の専門的な知識によって、そういう金が無ければ金の無いように、どういうふうにこれを扱う

べきなのかというのが出てくるんじゃないかと気がするんですけど、そのあたりは如何なもん

でしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本 譲君） 専門の学芸員が配置されれば一番良いことかというふうに思

いますが、今現在資料館にも学芸員が１名居るわけですけれども、十分その学芸員もいろんな

道内、または全国的に研修会なり、そういった学芸員等とのネットワークの中で、いろんな事

業展開なり研修をしておりますので、そういった文化財、考古学的なものにつきましても、十

分情報交換の中で、そしてどんなような活用方法をしたらいいかとか、そういったものは常日

頃研修しておりますので、そういった中でそれらのものについてはカバーしていきたいなとい

うふうに思っております。 

○委員長（吉田和子君） １３番、斉藤委員。 

○委員（斉藤征信君） 確か、文化財の審議会、正式な名所ちょっとわかりませんけれども、

審議会がございますよね。審議会の中でも、多分この埋蔵文化財をどうしていこうかというよ

うな審議してきた経過があるんじゃないかと思うですけども、その経過についてあれば伺いた

いなというふうに思うんですが。 

○委員長（吉田和子君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本 譲君） 町につきましては、今までに文化財の指定ということで、国

の指定も白老町に二つありますし、町内にも四つ位、町の有形、無形文化財というような形で

指定してるのもございます。そういったものも一応文化財審議会の中で審議されて指定してる

わけですけども、白老にはもっともっと文化財として指定するにふさわしい物があるというふ

うに見ておりますので、そういった物を今後、文化財審議会の委員さんの中で、果たして指定

して保存していくかどうかについても、是非協議していただきながら進めていければなという
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ことで、文化財審議会委員さんにつきましては、そういった形で町の文化財全般について、こ

れからもいろんなご意見をいただいて進めていきたいなというふうに思っております。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方、どうぞ。３番、山本委員。 

○委員（山本浩平君） １３２ページの仙台藩白老元陣屋資料館管理費等について、何点か質

問させていただきます。管理費が約５７０万。一般財源から４４０万ほど出てるわけなんです

けれども、この仙台陣屋資料館。確か町の何十周年かの記念事業として建設されたものだとい

うふうに聞いておりますけれども、この有効利用について質問させていただきたいと思います。

先ず初めに年間の来場者数と一日の平均の来場者数。これ、今わかればで結構です。それと、

学校教育との連携はどのようになっているか。例えば、小学校、中学校、高校まで含めていい

かどうかわかりませんけれども、例えば道徳の時間やいろんな時間で白老の歴史を学んでいた

だくために事業をそこで行っていただいているようなことが、通常行われているのかどうなの

か。それと、（２）として、資料館友の会活動費というのがございますけれども、この友の会活

動費というのは、どういったメンバーの方で構成されてて、一応どういうような活動をされて

いるのか。あと、もう一点なんですけれども、ポロトのアイヌ民族博物館とは全く意味合いが

違うものなので、これは非常に難しいとは思うんですけども、いわゆる観光の観点からいうと、

どうなのか。観光の部分で連携されている部分があるのかどうなのか、この点についてお聞き

したいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本 譲君） 利用人数につきましては、後の方で説明したいと思いますが、

学校との連携につきましては、各学校毎に一応資料館に見学していただくというような時間を

設定しております。全て、１年から６年までというわけにはいかないんですが、例えば今年は

３年生来ていただきたいとかいうようなことで、学校毎に必ず資料館を見学していただけるよ

うな、一応こまを持っていただいているということです。あと、友の会の活動につきましては、

基本的には資料館のボランティア解説です。解説をしていただくということで、いろんな団体

とかお客さんが来られた時にローテーションを組んでいただいて、解説をしていただくといっ

たようなものが主に活動内容ということでございます。メンバーにつきましては、現在８名の

方がメンバーということで、それらの方がお互い土曜、日曜関わらず交代で来ていただいて、

必要に応じて解説をお願いしているという状況です。利用人数のことですけれども、１６年度

につきましては、総数で７，１７６名が入館されております。内訳で言いますと、小中学生が

３８７名。個人で一般が４，８２７名が個人で入られてると。それと団体としまして、小中学

生が３４５名。一般で１，６１７名という内訳になっております。あと、観光につきましては、

アイヌ民族博物館の方と連携をしまして、例えばお客さんが博物館に来られた時に、資料館の

方にも回っていただけるようなＰＲをしていただくとか、その逆もありますけども、そういっ

た形での連携をしております。今年もカルチャーナイト、そういった中でも実行委員会に入り

まして、一緒に観光客の誘致、お互いに情報交換をしながら観光的な部分でも一応連携を取っ

てるというのが実態でございます。 
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○委員長（吉田和子君） 年間と一日の。割ればいいのか、７，１２６だから、一日平均２０

人位というふうに考えていいんでしょうか。そういうふうに考えていいですか、一日の人数。

平均人数って言ってましたよね、さっき。それでよろしいですか。３番、山本委員。 

○委員（山本浩平君） そこでなんですけども、大体私も入館料の金額を見て、土日だとかあ

りますから、単純に割り算してもわからなかったのでお聞きしたんですけれども、せっかくな

のでもっと増やす方法を模索していく、町として。模索していくべきじゃないのかと思うんで

すよ。今、非常にご苦労されまして、水中動物の展示会だとか、あるいは町民の方が持ってい

る刀を展示されたり、町の歴史に関わるような写真展を行ったり、いろいろと相違工夫はされ

ているというのもわかっておりますし、民間の会社の方に是非ＰＲしてくださいということで、

ポスターを製作してお願いに来られたり、そういう本当に努力は非常にされてるということは、

私は高く評価したいと思っているんですけれども、せっかくの資料館でございますので、もう

少し人数を２０人以上、その倍位に少なくてもなるような努力というか、何かもっと町として

そこでたまにはイベントを行ったり、何か文化的な展示会をというか、ものを設定するとか、

いろいろ未だ工夫をするべき所があるのではないのかなというふうに感じます。先ほど、観光

との連携はということで、アイヌ民族博物館とは連携してるというふうにお話ですけれども。

今、広域連携で登別との観光の連携いろいろ図ってると思うんですけれども、この仙台藩資料

館自体に観光客を呼ぶとなると非常に難しいものもあるとは思うんですけれども、その辺の所、

単なるアイヌ博物館さんに依頼するのではなくて、もっと広域的な目で観光に携わってる所に

対してＰＲ出来ないものなのかどうなのか。この辺は観光の方の担当の方が答えられても結構

ですし、社会教育の方でも結構ですけれども、もう一度その辺についてお尋ねしたいと思いま

す。 

○委員長（吉田和子君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本 譲君） 現在、殆んどの町の博物館、資料館が入館者が減ってるとい

うのが、先ず状況にあります。それで博物館、資料館等の研修会においても、何故人が博物館

に来ないかといったような研修テーマで今年も多くの研修会が持たれているのが実情なんです

けれども、白老の資料館におきましても、やはりもっともっと人が入ってもらいたいと、また

もらわなければならないというようなことで、いろんな企画を組んでるわけなんですけれども。

やはり町民の方でいらっしゃると、一度来たらもう二度目は来ないといったのが、先ず現実的

な部分かなとは思うんですが、ただ二度、三度、四度と足を運んでいただけるような取り組み

が必要だということで。現在、資料館のみならず、あそこの史跡全体を活用した事業を展開し

て、そこに町民の人達が集まって来ていただく。あそこで利用していただくことによって、資

料館に足を運んでいただけるような、何とかあのエリア一体を活用した事業を、またイベント

を組んでいきたいなということで、今ちょっと内部でも検討して、早い時期に実施したいなと

いうことを考えております。あと、観光的な部分につきましては、学芸員と友の会のメンバー

もいろんなネットワークなりを通じて、細々とではありますけども、何かの機会にやってると

いったようなことで、あと、アイヌ民族博物館の方に来られた団体のバスの車掌さんなりガイ
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ドさんなりにＰＲのパンフレットをお渡しするとかというような、まだまだ足りないんですけ

れども、そういったＰＲについては内部で努力してるといったようなことで、今後もっといろ

んな角度で実施していければなということで、考えております。 

○委員長（吉田和子君） 三戸経済産業課長。 

○経済産業課長（三戸功二君） 観光の方で私共の方からご答弁させていただきますけれども、

観光の全体の振興の意味では町内のいろんな観光の資源を網羅した観光ガイドマップだとか、

パンフレットだとか、そういう所での陣屋のＰＲとものもさせていただいております。先ほど、

登別との広域連携のお話もありましたが、その中なんかでは、登別、白老の観光資源ＤＶＤの

作成なんかにも、この陣屋なんかも入っておりまして、そういう部分で広くＰＲさせていただ

いている。それから、特に小学校あたりをターゲットにした道内の誘客活動。こういうものな

んかでも、どちらかというと、小学生の方が来ていただいて、北海道の守りをした歴史的な勉

強の上でも、貴重な施設かなと思ってますから、そういうような誘客活動もしておりますので、

是非お立ち寄りいただくような、そんなことも含めてやっていきたいなというように思ってま

す。 

○委員長（吉田和子君） １８番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） １２７ページ、図書館費全体について、伺いたいと思います。１千万、

本代を含めると６００万程の図書館に経費をかけてやってるわけですが、白老の図書館の貸し

出し状況の全道的なレベルはどういうような位置にあるのか。今まさに文化の秋といって、各

地区で文化祭などが多く各地区で行われておりますが、本を読むという姿勢は文化のレベルを

占うという意味でも非常に文化のバロメーターになるんだという学者もいるくらいなんですが、

白老がそういうことであって、どういう位置にあるのか。例えば、町民一人当たり。登録者１

人当たりとずっと出てますが、全人口の登録者数が２５％だとかいう数字は載ってますけれど

も、これらが全道的なレベルからいけば、どのような位置にあるのか、先ずそれを伺いたいと

思うんですが。もし、調べてあれば。無ければ、後でもいいですが。 

○委員長（吉田和子君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本 譲君） 数字的には、実際には調べておりません。ただ、各市町村な

り、図書館の規模にもよるものですから一概には言えないんですが、白老規模の人口の町であ

れば、決して少なくはない。多い方の貸し出し冊数というふうに聞いております。貸し出し冊

数と入館者というのはちょっと違うもんですから、あくまでも入館者の実績も取っております

けれども、図書館としては貸し出し冊数ということで、数字的には一応押えてる状況です。 

○委員長（吉田和子君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本 譲君） 管内の資料がございますが、白老町でいきますと６番目。胆

振管内です。貸し出し冊数ですね。ちなみに、１番目が苫小牧中央図書館となっております。

一人当たりの貸し出し冊数です。苫小牧は、一人当たり４．９３冊ということになっておりま

す。白老町が３．５１ですね。 

○委員長（吉田和子君） １８番、加藤委員。 
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○委員（加藤正恭君） 私も本が好きでよく読むんですが、４、５年前から本を買うことを止

めまして、図書館を利用するようにしてるんですけれども、本の購入が大体４００万位予算化

して購入してるんですが、この本の購入について、どなたの判断で本を購入してるんですか。

例えば、新刊が出ますよね。新刊が出るんだけど、こういう本を読みたいなと思っても、我々

が注文して入れてもらえるものか。一人一人の注文を聞いてたんでは大変だと思うんで、そう

簡単にはいかないんですが、どういう方法でこの本を入れようと、４００万の金を使おうとい

うふうに決めるんですか。委員会みたいのがあって、そこで決めるのか、それとも館長さんが

決めるのか、それはどのような方法でやっているのかということと。もう一つは移動図書館で

すね。これは、８，８４３冊移動図書館でやってるというんですが、これの利用人口は年々増

えてますか、横ばいですか。大体どんなもんでございましょう。どんなレベルにありますか。 

○委員長（吉田和子君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本 譲君） 先ず、図書の購入につきましては、利用者の方のリクエスト

を先ず第１に考えております。それに基づきまして、司書の方で一応利用度の高いものを先ず

優先的にということと。あと、いろんな機関からのそういった資料がございまして、例えば最

近こういったジャンルの本が出てますとかいうような資料がございまして、そういった資料と、

あと利用者の方のリクエストを見まして、そして司書が判断して購入するという形で進めてお

ります。移動図書館の方につきましては、ちょっと今データないもんですから、後ほど。移動

図書館につきましては、過去３年間を見ますと、ほぼ横ばいということです。ただ、その３年

以前はもう少し多かったという実績になっております。大体ここ３、４年ですと横ばいという

ことです。 

○委員長（吉田和子君） １８番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 大体わかりました。それで新刊の購入の場合、リクエストしたからと

いって、必ずしも購入するとは限らないんだけれども。文学書は別として、文学書は何十年経

とうと、これは問題ないんですが、政治的な本というのは随分変わるんですよね。その時その

時によって、出来ればそういう本が読みたいんだけれども、そういう本が少ないもんですから、

時々行くんだけど、新刊の所によく入ってないもんだから、今度注文したりしてみようかなと

思ってるんですけど、果たしてそういうわがままが言えるものかどうか、そんな簡単なもんじ

ゃないと私は思うんで。だから、何方が選ぶのかなと、いつも不思議に思って見てるんですけ

ど。一応、当たって砕けろで注文してみます。駄目なら駄目であきらめますけども。今度、何

冊かそんなようなことしてみたいと思うんですが、出来るだけリクエストに応じるようなふう

にしていただきたいと思うんだけれども、言いっぱなしじゃまずいんで、考え方を伺いたいと

思うんですが。 

○委員長（吉田和子君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本 譲君） 是非、リクエストしていただきたいと思います。あと、図書

館に無くても道立図書館とか他の図書館とのネットワークを結んでおりますので、もし必要な

本があれば、そちらの方からも取り寄せると。２、３日かかかると思いますけれども、そうい
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うこともやっておりますので、是非ご利用いただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） ３、０３５件のリクエストがあるようですので、多い順番というこ

とですので、たくさんリクエストを出すようにした方がいいんではないかと思います。他に質

問のございます方、どうぞ。７番。西田委員。 

○委員（西田祐子君） やはり、図書館のことでまたお伺いさせていただきますけれども。こ

この読書活動普及事業報告の中に、図書館一日司書というのがあって、１６年度は社台小学校

の児童が２名ということになんですけれども、私も何度か図書館行きました時に、子ども達が

お手伝いという形でいることなどもありまして、町内でいれば図書館に本を借りに行ったりと

かというチャンスも多いんですけれども、どうなんでしょうか、白老町外の子ども達に出来れ

ば毎年、図書館で一日司書やったりとか、そういうお考えとかあるんでしょうか。というのは、

私も小学校、中学校の図書館の蔵書のことに関しては、非常に一生懸命力を入れてくださいま

して、児童図書とか中学生向けの本なんかも随分頑張っていらっしゃるんですけれど、やはり

図書館というものがせっかくあるんですから、やはりそこに子ども達が夢があるというんです

か、宝物というんですか、そういうような場所としての物を、やはりイメージがあると思うん

ですよね。そういうことに対して、やはり１年に一回こういうことされてるのはいいんですけ

れども、もうちょっとチャンス増やすとかして、もっと親しまれるような図書館を目指してい

ただければと思ったんですけども。どうでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本 譲君） 一日司書につきましては、年に一回、小学生を２名を受け入

れて実施しております。出来れば、機会的にはもっともっと増やしたいなということで、今検

討中でございます。やはり、子ども達といいますか、一日司書をやっていただくに当たって、

職員の方がある程度付かなければならないといったような状況にもなるもんですから、今最小

限の人数で図書館も運営してるもんですから、なかなか子どもに付きっ切りで一日というわけ

にはいかないものですから、その辺は現状の中で工夫しながら、せっかくの機会なんで、もっ

ともっと多くの子ども達に一日司書を体験してもらえるような形でやっていきたいなというふ

うに考えております。それで、図書館につきましては、字白老にということなんで、出来れば

地区館を設置出来ればということなんですが、移動図書館今、回っておりますけども、今後は

各地区に短期的に移動図書館で何時間か何十分か居て終わるんじゃなくて、丸一日か二日間と

いう形で、移動図書館車をちょっとそこに待機させて、地区館的な取り組みを来年度実施した

いなと。そういった時にそれぞれの地区の子ども達にも積極的に図書館の運営というか、そう

いった体験をしてもらえるような機会を設けていきたいなというふうに考えております。 

○委員長（吉田和子君） 他に質問のございます方、どうぞ。なければ、次へ進みます。 

 １３２ページ、６目、学習センター費から１３６ページ、７項、給食センター費まで。決算

書は１６５ページから１７０ページであります。質疑のあります方、どうぞ。１３番、斉藤委

員。 

○委員（斉藤征信君） １３５ページ。町民温水プールのことで、児童の利用のことで伺って
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おきたいと思います。以前に、子ども達には夏休みにプールへ運んでくれるバスがあったはず

です。１６年度にこれが中止になったと記憶するんですが、前に課長に話を聞いたところ、利

用者がぐんと減ってしまったもんだから、継続出来なかったようなふうに聞いているんですが。

少しでも多くのプールに接していてほしいと、泳げるようになってほしいという願いを込めて、

これを見ているわけですけれども。減っていった状況というのは、どんな状況なのか。それが、

バスの便が悪くて子ども達の要求に答えられなかったためなのか。子ども達の要求が変わった

のか、理由は何なのか、その当たりどんなふうに押えられえるか。子ども達の専用バスが無く

なったので、循環バスや何かを利用しなさいと、こういうことになるんだと思うんですが、そ

れも意外と子ども達には使いずらいという声も聞いてるんですよ。ですから、子ども達の減っ

ていった理由だとか、どんな状況なのか、その当たり教えていただければと思うんですが。 

○委員長（吉田和子君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本 譲君） 先ず、プールバスにつきましては今、斉藤委員おっしゃると

おり、非常に利用が減ってきたというのが先ず実態です。ただ、水泳協会はじめ各水泳の団体

で虎杖浜とか竹浦から来られてる児童の数は増えてるように思われます。そんなことでいきま

すと、ある団体につきましては、虎杖浜、竹浦から送迎をして、町の温水プールに来てプール

を利用しているというような状況にもございます。そんなことで、各団体または親御さんが送

迎して、継続的にプールを活用しているというような実態が先ず見られるのが一つです。従っ

て、プールバスを運行しても、例えば天気が良ければ割りと人数は集まります。天気が悪くて、

雨が降ってるとか寒いとかいうことになると、殆んど来ないといったような状況なもんですか

ら、何時どんな状況においても来ていただけるような体制というのも必要なんですけども、な

かなかそこまで対応しきれないもんですから、どうしても事前に利用希望を問い合わせてまと

めると。それで数がいれば迎えに行きますよというようなことで、１６年度取り組んだんです

けれども、やはり基本的には常時バスか何かが運行されてて、気軽に利用していただける体制

というのは必要だと思うんですけれども、現実的にはそういった形で希望のある方には出来る

だけ対応してあげれるようにしたいなというふうには考えてるんですけども。結論から言うと

そういった形で、個人はなかなか参加する方は居ないですけれども、各地域で団体に入ってそ

ういった形で使われてるというような状況は目にしてるのは実態でございます。 

○委員長（吉田和子君） １３番、斉藤委員。 

○委員（斉藤征信君） 子ども達の要求が減って、数が減ったんでないといういのを聞いてほ

っとするんですけれども。そうしますと、町のバスを要請があれば出せるんだと、こういうこ

とになるのかと思うんですけど、１年、２年休んでみて今後、専用のバスというのを出すこと

が考えられるかどうか、その当たりについてどうなのかなと。これは、学校ともっと綿密に連

絡を取って、学校からの指導というのがあって、休み中だけでもみんなで行ってみようという

形で、少しでも多くの子ども達が集まってくれるような方法というのはどうしても必要だろう

とは思うんですけど。学校との連携も含めて復活可能かどうなのかという点では如何なもんで

しょう。 
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○委員長（吉田和子君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本 譲君） １６年度につきましては、体育協会のマイクロバスで一応、

対応いたしました。２台ございますので、実際に対応するとしたら、子どもらで大体５０人位

は送迎可能ということで。あと、今年度、１７年度につきましては、学校教育にお願いしまし

て、スクールバスを希望する学校については運行していただいたというような経緯がございま

して、従ってもし今後計画的に希望する学校を取りまとめてとういうことになると、予算的な

部分もございますけれども、体育協会のマイクロバスとスクールバス、夏休み中ですので、夏

休み中に限定すれば、そういったバス２台、３台での運行は可能かなというふうに思いますの

で、希望があればそういった形で進めていきたいなというふうに思ってます。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方、どうぞ。先ほど、加藤委員の特殊学級の

所の予算、会場経費とか。担当もいないそうですので、明日になると思いますけれども、了解

いただきたいと思います。 

 次、１３７ページから１４５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、諸支出金全般について。決算書は１６９ページから１７４ページとなります。

質疑のあります方、どうぞ。１８番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） １４０ページ。一般会計、地方債現在高の状況と、こういう一覧表が

載っておりますが、ずっと一番下の方にその他というのがあるんですね。その他というのは、

何種類かのもののトータルだろうと思うんですが、例えばその他の中にどういうものが入って

いるのか。目ぼしいものだけでいいんで、教えていただければと思います。それともう一つお

聞きしておきたいのは、ここには金利が書かさってないんですが、金利がずっとみると、未だ

８．１だとか、８．２だとか、７．２だとか、６点何ぼとか。現在は１．１とか１．２の状態

なのに依然として。それを見ますと３３年まで払うとか、いっぱいあるんですね。あれを何と

か、８点何％というやつを、例えば２．０にしたって４倍の利息を払わなければならないんで

すが、そういうのを何か整理する方法はないものかどうか、この当たりちょっと伺っておきた

いと思うんですけども。 

○委員長（吉田和子君） 辻経営企画課参事。 

○経営企画課行財政担当参事（辻 昌秀君） 先ず、地方債、その他の内訳ですけれども、細

かな部分、全部は把握しておりませんけれども、入ってるものとしては、例えば過去に町有林

造林事業で行った公有林資金の借り入れ等が入ってるかと思います。この町債、現在高の区分

の所、地方債の制度での種類で、実は分けてまして、目的別に分けてないもんですから、どう

いう分野かということはわかりませんけれども、今お話したような部分、あるいはウタリ住宅

の改良資金とか、そういうふうなものが入ってるというふうに捉えられてございます。それと、

金利の高いものの対応出来ないのかというお話で。実際、過去に銀行から借り入れしてる部分

については、平成１０年度以降、３年間でその当時の総合保健福祉センターの借り入れ含めて

殆んど繰り上げ償還したと、そういうことございますけど、残ってるのはいわゆる政府資金と

言われる部分でございます。実は、そういうものについても制度改正で繰上げ償還する制度が
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出来てはございますけれども、実はそういう政府資金の原資は財政投融資による郵便局に一般

の国民の方が積んでる分のそういうものが実は回ってきてるということで、１０年間のある意

味では金利を確保しなければならないと、そういうような資金が実は中心になってございます。

ただ、繰上げ償還の制度も、実は出来てはございますけれども、そういうようなお金の仕組み

なもんですから、繰上げ償還するとなると、これから払わなければならない利子の分も含めて

保証金ということで、実は払わなければならないということで、繰上げ償還することによる利

子の軽減の効果というのは、殆んど実はないと、そういうような仕組みの中の繰上げ償還とい

う制度に今なってございますんで、そういうことであれば、なかなか活用するような意味も少

ないもんですから、そういうようなことで、現在そのままになってございます。 

○委員長（吉田和子君） １８番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） ２、３日前の新聞に北海道銀行の住宅ローンの金利を安くするので、

希望者には切り替えてあげますよというようなことが大きく出てました。あれは、おそらく２

０年、３０年の長期ローンだと思うんですけど、それが０．１、０．２でも全体にしたら大き

くなるんですよ。それが，常識的に考えて、１．２とか１．３のお金を借りてて、過去のやつ

が８．１だとか８．０だとかって、そういう金を払う、７倍以上の利息になってるんですよね。

何だか良い方法ないものかと思って。見ますと、再来年で終わる位なら未だいいんですよ。３

３年までその利息で払っていくなんていうことになりますと。今の利息は異常なんでしょう、

確かに。定期預金にも付かないくらいですから、それはわかるんだけれども。どうも、２倍と

かというんならいいけど、７倍も８倍もの利息を３３年まで払うなんていうこと、黙って見て

ることなんて、我々としてはいかないんですけども、何か方法ないもんですか。どんなもんで

しょう。 

○委員長（吉田和子君） 辻経営企画課参事。 

○経営企画課行財政担当参事（辻 昌秀君） 実際、政府資金を繰上げ償還すると、幾ら払わ

なきゃならないかという部分については、なかなか個別のケースなんで、財務局も仮の話、仮

と言ってもあまり本数が多いと大変だということで、例えばという部分でも本数限定した中で

検討はしてみたいと思ってはおりますけども、ただ、先ほどお話しましたように、仕組みとし

てはこれから払わなきゃならない利子の部分もまとめて保証金ということで、繰上げ償還する

時に付けてあげなきゃならないと、そういうことですから、実質的な意味合いはないのかなと。

ただ、何故そういう制度を作るかという部分では、例えばあと残り１０年ですよと。８％の金

利ですよと。それを逆に借り換えして２０年で、元金も均して返すというようなことに活用す

ることは出来るのかなと。ただ、そうした時にそこまでする必要があるかどうかということは

あるもんですから、ちょっとそういう検討は今後の課題だと思いますけれども、ただ、利子も

全部これからの分も払わなければならないという部分では、あまり利用する価値はないのかな

というふうには見てますけれども。 

○委員長（吉田和子君） １９番、根本委員。 

○委員（根本道明君） たまたま、僕もその件について調べてみたんですけれども、６．５７％、
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８何％超というやつが、大体今、白老町であるのが１２億位なりますよね。金額的に。３年前

からこの問題が、政府機関のお金も返済出来るというふうな制度が変わった。今、参事のおっ

しゃったように金利も全部負担しなければならないんだという制度なんですけれども、ちょっ

とそういうふうになっていくと、全然入り口は無いんですけれども、何かちょっとニュアンス

が違うような気がするんですけども、そこら辺のことをもっと分解をして、そして３年前から

そういうふうになったということは、何かのメリットがあるはずなんですよ。それで、そこら

辺のことを精査することが大事なことだと思うんですよ。１０億位なんですけれども、そのも

のをやはりいじくる、考えるというのが、知恵を使うというのが仕事じゃないのかなと考える

んですけれども、それ全然手付けないで今まで来てる。そこら辺のこと、もうちょっと考えて

もらいたいなと思うんですけども、そこら辺如何ですか、考え方として。 

○委員長（吉田和子君） 辻経営企画課参事。 

○経営企画課行財政担当参事（辻 昌秀君） 政府資金の繰上げ償還の仕組みですね。繰上げ

償還出来るというのは確かに３年位前からですね。そういう制度が出て来たということで、そ

ういう情報は実は当然、我々も受け止めていますけれども。実はじゃ、繰上げ償還すると、ど

の位逆に払わなきゃならないかという部分が、きちんとした形での情報としては明文化されて

るのは現在の所無いんです。我々も問い合わせして、最近。これから払わなければならない利

子の部分が保証金になると。保証金は必要だということは捉えてたんですけども、その保証金

の額がどれ位になるかというのは、そういう最近やり取りの中で確認した所、そういうような

把握が出来たということなんですけども。ただ、具体的に借りている実際の起債について、本

当にそうなのかなと計算して出してもらわなければならないと、そういう部分がございますの

で、具体的に問い合わせして実際の事例として数字をもらって、更に検討はしてみたいと思い

ます。実際、国の財務局になんですけども、自治体が繰り上げ償還すると、今度その部分を、

また別な形で運用しなければならないと、返されたものが。返された時に運用出来る利率とい

うのが現在の金利水準にまで落ちてしまうと。そういう部分について、金利差の分は保証金と

いう形でもらわなければならないと、そういうふうな考え方だというふうには把握してます。

ただ、具体的なケースとして実際押えた中で検討してみたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方、どうぞ。１４番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） この決算の関係で、ちょっとお尋ねしたいんですけど、この前も聞い

たんですけど、例えば基金。基金の会計のベースと決算会計のベースが違いますよね。これは、

非常に我々自身も理解しずらいんですけれども、そういうことを今後きちっとわかるように資

料を出せないものかと。出納閉鎖から３月３１日から５月３１日までの間の、そこで支払うも

のが基金会計ベースでは３月３１日で閉めちゃうもんだから、実際実質収支では赤なのに黒に

なるというのは、この間議論したばかりですから、それはそれでいいんですけれど、そういう

ことがきちっと理解出来る形。特に１５年度と１６年度で言えば、白老町各会計歳入歳出決算

書の一番最後の基金の部分のページには、殆んど基金が減ってないことになってますよね。前

年度末の基金が１９億３，４６０何万となってて、決算の年度末が１９億０、３００幾らとい
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うことになってますよね。２６８ページに出てますけれども。殆んど基金は減ってないように

基金会計ではなってるんです。だけど、実質的な普通会計の決算ベースで言えば、１５年度末

の基金の決算ベースというのは、２０億０，２４０万ですか。１６年度の末が１７億５，００

０万ということで、かなり２億７，０００万位の差が出るんです。これはある意味では数字の

マジックだし、実質会計年度で赤か黒かってきちっとわからないと、この決算では。それでは、

やっぱり間違った判断をしてしまうんでないかと思うんです。こういうものは、きちっともう

ちょっとわかるように、見てもわかんない、よく。きちっとわかるような手立てが取れないか。

それともう一つ、例えば決算カードで出る、公営企業への繰出金の額と資料で出て来てる金額

とが微妙に違ってるのがいろいろある。１６年度の決算カードに出てるものが、正しいのか、

違いがあるのかもしれないけど、そういうことがわからないんですよ。こういうことがきちっ

とわかるような決算の表示にならないのか。そうでないと、全体的な財産がきちっと見えて決

算が出来るというふうにならないと思うんだけど。そこら辺、どんなもんですか。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員、２５７ページの決算書の方の実質収支に関する調書は一

番最後にやるように考えてたんですけども。つながりが行って、ずっと行ったんですけど。そ

の時の方が、答弁する側も特別会計、企業会計、全部終わってからの方が。いいですか。辻経

営企画課参事。 

○経営企画課行財政担当参事（辻 昌秀君） 決算書の基金に関する資料というのは、財産に

関する調書の一部ということで、財産に関する調書については３月３１日現在と、ご質問の通

りです。ただ、基金については、出納整理期間で例えば１６年度ですと、１６年４月１日から

５月３１日、３月までに積み立てするとか、取り崩すということを決めれば、お金の出し入れ

が出来るということで、その部分で４月１日から５月３１日までした分が翌年の決算書に持ち

越しになると、そういう部分になります。ただ、この整理する部分の違いは、決算書について

は３月３１日でしなさいということで、どうしても変えられない部分なんですけども、わかり

易くという部分で補足するとすれば、先ほど決算カードの部分も含めて、決算書の参考資料と

いう形で、これは提出し、またご説明する機会も作っていただければ、その辺はきちんと説明

するような形には取れるかと思います。過去、決算委員会の中で、昨年か一昨年から質問方式

にかわりましたけど、それ以前については決算委員会の中で概要なんかもご説明させていただ

く機会設けていただいておりますので、そのような形で対応出来るかなと思います。 

○委員長（吉田和子君） １４番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） すいません、委員長。今の質問は最後の方が良かったように私も思い

ますけど、ここまで来ましたんで、もう一回すいません。 

 総括みたいになっちゃったから、あれですけども、やっぱりそういうふうな形で今回から全

員委員会でやることになりましたので、勿論皆様方が隠してるなんて、僕は思ってせんけれど

も、なるべく理解出来るように。当年度は当年度の中で、理解出来るような形。それから、数

字が統一された数字。あっちの数字とこっちの数字が違うという形に、理由があってされてる

と思うんですよ。だけど、それが理解出来ないんですよ。例えば、さっき行った繰出金なんか
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も、それぞれ合計で見れども、そういうものが統一して、きちっと全体が財政的にわかるよう

な、そういうような決算委員会にしなくてはいけないと思いますので、是非来年度からはそう

いうことを、今事前にもう資料要求じゃないですけど、そういう形でやれるようなことを考え

ていただきたいと。今、答弁ありましたから、結構ですから、そういう形で一つやっていただ

きたいと思いますけれども。 

○委員長（吉田和子君） 辻経営企画課参事。 

○経営企画課行財政担当参事（辻 昌秀君） 私の方からも、過去に決算委員会でやっていた

だいたような形で、最初から質疑ということではなくて、若干お時間をいただければ、十分説

明させていただきたいなと思います。 

○委員長（吉田和子君） 今後の対応ということで、決算委員会としても考えていかなければ

いけないということですね、わかりました。他に質疑のございます方。ここで暫時休憩をいた

したいと思います。再開を１４時２５分にいたします。 

休憩 午後 ２時 １１分 

   

再開 午後 ２時 ２６分 

○委員長（吉田和子君） 委員会を再開いたします。 

 次、３ページから１０ページまでの１、予算科目別。比較表。２、税収入に関する調べ。３、

予算科目別比較表歳出。４、歳出財源内訳書について。及び歳入全般についての質疑です。決

算書の歳入は６９ページから８８ページです。質疑を受けたいと思います。 

失礼しました。その前に先ほどの加藤委員の質問なんですが、特殊学級に関する会場等に関

する経費等のことについて、明日と言いましたけれども、わかったそうですので先に答弁を受

けたいと思います。申し訳ありません。目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） 特殊学級費の中学校の方で２５万２，０００円の関係ですね。

こちら、何処かに含まれているのかどうかわからないということなんですが。この予算の内容

は臨時的に介助員を雇用するということで、子ども達の障害の重度に応じて先生だけでは介助

出来ないケースが場合によってはあります。そういったことを想定して予算計上しております。

ただ昨年、それほど介助員を要する子ども達がいませんでしたので、予算から全額落としてお

ります。そんなことで主要成果、あるいは決算書に出て来てないという、こういうことになり

ます。小学校の予算につきましても同様に全額補正予算で落としております。 

○委員長（吉田和子君） では、区切り２４の所の質疑を受けていきたいと思います。質疑の

ございます方、どうぞ。ありませんか。税収入に関する所まで入ってますけども、よろしいで

すか。 

 次、行きます。これで、一般会計の決算審査に関する質疑を終わりましたが、歳入、歳出全

般について、特にお聞きしたいことや、質疑漏れがありましたら、受けたいと思います。質疑

のございます方、どうぞ。１１番、氏家委員。ページ数を言ってからにしてください。 

○委員（氏家祐治君） ８０ページ。前にも聞いたんですけども、白老の牛肉祭りのことでよ
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ろしいでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 担当の職員が席を外してますので、暫時、休憩いたします。居れば

直ぐ来てもらえますので。 

休憩 午後 ２時２９分 

  

再開 午後 ２時３０分 

○委員長（吉田和子君） 休憩を閉じます。４番、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） ページ数は多岐に渡ってるんですが、１８ページ。情報化推進経費が

大きいんで。これに関連してなんで、全般に渡って言える所なんですが、ＩＴ化ということで、

行政改革の一環としてコンピューターを導入して事務の簡素化ですとか、職員の削減ですとか、

そういう目的でかなりここ数年の中で非常にそういう部分では進んで来てると思います。これ

はそういう社会の情勢ですから、これが良いとか悪いとかの問題ではなくて、行政改革でこれ

を取り入れたことによって効果ですよね。それをどのように見てるかということなんですけど

が、これを見ますと大体１億、これ維持していくのに年間１億。いろんな所ずっと見ますと、

１億２、３千万位。ここだけでなくて、他のいろんな関連もありますので、１６年度の予算だ

けでも１億２、３千万の維持管理が毎年かかってるような形なんですが。この経費がこれを導

入したことによって行政改革ですとか、そういう所で効果としてどのように評価してるかとい

うことを一回聞いてみたいと思います。それと、もう一つ。これ続けて言わないと駄目なんで

すか。 

○委員長（吉田和子君） まとめて一括三回までですから。 

○委員（鈴木宏征君） それと、資料にいただいた財政改革プログラムの１６年度の結果が出

たんですが、この結果踏まえて、この担当者としてはどのように評価してるかということをお

伺いしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 財政改革プログラムの資料としては決算とは別に配られた資料です

よね、皆さんに。総務文教常任委員会で配られた資料を皆さんにもお配りしてもらった、いた

だいたものですよね。白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 一点目のご質問の情報化経費ということでのご質問でございます

が、効果ということのご質問です。従前はこういう報酬を含めての業務委託料を各課毎、業務

分担毎各課で予算付けしたという中で、これを行革の推進室の中で、情報化の一体化というこ

とで集約いたしました。保守とかプログラムの修正の委託料とか、これについては集約しよう

が各課に配分しようが基本的には同じ金額ですし、推移するのかなというふうに思ってます。

ただ、集約することによって、これにかかる事務経費、トナーだとかプリンターも含めてそう

いうものが集約化されて経費の節減になってるというふうに思っております。その他の効果と

しては、白老の情報化の一体化を各課で共通の中で進めれるというふうに思ってますので、そ

れを金額では歳出は特にしておりませんので金額的には言えませんけども、情報化の一体化で

進めてるというふうに押えております。以上です。 
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○委員（鈴木宏征君） このＩＴ化、要するにコンピューターを入れて、事務を簡素化すると。

それによって職員も削減してるんだというような、行政改革プログラムの一環としてやった事

業ですから、これで毎年１億幾らかかりますよね、そのかかった分だけ事務を簡素化出来たの

か、職員を削減出来たのかという、そういう効果の話をしているのであって、集めたからどう

かという話じゃなくて、そういうことですのでちょっと聞き方も悪かったんですが、そういう

ことですので、そういう答弁をお願いしたい。そういう効果があったというふうに評価してる

のかどうかって。これだけお金をかけてコンピューター化してますよね。ですから、これがこ

の金額に見合う分だけ人員も削減出来たし、事務の簡素化も出来てますよと、そういう評価に

なってるのか、そう思ったより効果が出てないという、わかりませんけれど、この結果を踏ま

えてどのように評価をしてるのかをお聞きしたいと思ったんですが、ちょっと違う方向になり

ましたので修正します。 

○委員長（吉田和子君） 行革の中のＩＴ化による、こういうふうに効果があるのでというの

がありますよね。その中でこういうふうになってきたわけだから、その効果ということですよ

ね。白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 大変、失礼いたしました。１００％未だ把握出来てない部分ある

んですけども、先ほど言ったのは集約化して白老町としての情報化の推進を統一的に進めると

いうようなことでやってるというようなことを言いました。こういうコンピューター化すると

即来年から人員削減につながるかと言うと、そこまでは当然いかないというような状況ですね。

確かに資料を出すだとか、事務作業は削減されて、いろんな資料も作ることは出来ますし、時

間外の部分でもそれは対応は出来てるというふうに押えておりますけども、それによって全課

で１人工が減るだとか、そこまでは未だいってないというふうには押えております。以上でよ

ろしいでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 辻経営企画課参事。 

○経営企画課行財政担当参事（辻 昌秀君） 財政改革プログラムの１６年度の実績という部

分の質問でございますけれども。総務文教常任委員会でもご説明してますけども、この場では

簡単に概要ご説明しますと、収支の見通しという部分では、当初想定したよりも歳入歳出とも

それぞれ約４億５，０００万から４億８，０００万位上回ったと、決算ベースで。その要因と

しては、医療費等の扶助費、あるいは介護とか老人保健等の特別会計への繰出金、そういうよ

うなものを中心に増えたというような形になっておりまして、特に介護保険では、一般財源ベ

ースでは全体では４億以上のプラスですけども、一般財源ベースは１億位増えたと。そのかな

りの部分が繰出金の増というような形になってると、そういうことであります。一般財源ベー

スで１億増えたという部分では歳入の方で十分で、逆に当初の見込みの基金残高よりも少しち

じまったというような形になってます。財政調整基金の残高を１６年度末には、当初の財政改

革プログラムでは７億７，０００万を確保したいという部分、財政調整基金等もですね。それ

が実績としては７億０，７００万ということで、下回るような結果になったということで、こ

ういう部分については下回るということにはなってございますけれども、こういういろんな対
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策を講じなければ、更に財源不足額が拡大したと、そういうようなことから言えば、やはりこ

ういうものを進めて行く意味というのはあったのかなというふうに考えてございます。今後の

見通しにつきましては，９月議会でも町長からもご答弁しておりますけども、１８年度中にこ

の見直しを検討していきたいと、そういうようなことで現在１８年度の予算の部分については、

更にいろいろ上積みの対策を講じなければならないという、そういう数字的な不足額も出てき

てますので、その部分について、１８年度の予算編成の中で取り組み、更に１９年度以降につ

いては、三位一体改革の影響も含めて、１８年度中に改革プログラムの見直しというようなこ

とで取り組んでいきたいと、そうふうに考えております。 

○委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 行政改革始まってから数年経って。これ見ると１４年からですか。で

すから、１６年ですから３年経って、結果として未だそういうものを取り入れたから即結果は

出ないんだというお話でしたけれども。今後これを入れたことによって、今後についてはそう

いう結果が現れて、人員の削減とか、そういう所にも影響を持って来るんだと、そういうこと

で担当課としては押えてるというふうに考えてよろしいんですか。財政の方はわかりました。

今後について、それを一つ。それと二点目なんですが、今のお話ですと、１６年度のプログラ

ムよりも５億位、歳入歳出上回ったんだけども、それについては今後１８年度に見直すと言っ

ておりますけども、その見直しによって、今後まちづくりの中でやっていけるだけのプログラ

ムが出来ていくというふうに押えてよろしいんですね。そういうような財政プログラムをする

ことによって、自立した街づくりを進めて行けるんだというふうに捉えてよろしいのかどうか

ということを一つ。 

○委員（鈴木宏征君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） 先ず一点目のＯＡ化の話なんですけども、総務課長の方から答弁し

ましたけども、決して職員の削減につながってないというんじゃなくて、なかなか推計は難し

いんですけども、ただ総体的に申し上げますと、ＯＡ化を段々進めていきまして事務の簡素化

を図ってるわけですが、ご存知のとおり職員の数もピークで３９４名位でした。現在、退職者

不補充という形で進めてますけども、今３３５名位までになってる。そういう中ではやはりＯ

Ａ化を進めてきたから、そういった人員の削減に結果としてつながってるというふうにご理解

をいただきたいなというふうに思います。それから、二点目の財政改革プログラム、今１６年

度の内容ご説明しましたけれども、確かに当初の見込みよりは相当入って来るもの減ってます

し、出て行くものは増えてるということで、かなり厳しい状況になってまして、参事から申し

上げましたように、１８年度中にそれらを見直すと。そういう中で、絶対やっていけるプログ

ラムになるのかということなんですけれども、これは相当厳しいというふうに思ってます。た

だ、これから具体的な内容に入っていきますけれども、先ず三位一体改革の二次改革の中で、

入って来る金がどういうふうになってくるかということも、これも大きな要因になってきます

し、含めての検討なんですけども、やっていけるか大丈夫かというよりも、何とかここ何年か

のプログラム組み立てる中で、その間については収支均衡図りながら調整を出来るような、そ
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ういった努力の内容にしていかなければならないというふうに考えてます。以上です。 

○委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） １番目のＯＡ化の話なんですが、この金額から見ますと、一人年間平

均所得ったら７００万位なんですか、今、職員の。そうしますと、１億何千万という十何人分

の額ですよね、額にしましたら、比較しますと。だから、未だやったばかりで出ないという話

じゃなくて、そういうことがあったから５０人位削減出来たんだというお話がぱっと出てくれ

ば良かったんですが、あんまり効果が未だ期待されてないというのは、直ぐ出るもんでないみ

たいな話になったんで、そうなんだ。そうなると、これだけお金をかけてやった効果というの

が、そんなに出るのが遅いのかなという、やっぱりそういうふうに思ってしまいますよね。で

すから、この効果は削減した中で必ずあったんだというようなお話であれば、このお金をかけ

るだけ効果があったというふうに私達も思いたいんで。やっぱり、そういう答弁が即返ってく

れば良かったんですが、あまり効果が今の所現れてないというもんですから、そういうものか

なと思って、早く現れるためにどうすればいいのかなということが思ったんで質問させてもら

いました。そういう効果が出てるということであれば、それはわかりました。 

○委員長（吉田和子君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） 総務課長答えたのは、これを導入したから、何のシステムを入れた

から、直ぐ一人出るということにはなりません。そういうような効果というのは測定出来ませ

んけれども、私言ったようにトータルの中では当然出て来てますし、一つはそういった経費の

節減ということもありますけれども、もう一つは迅速化、効率化という行政サービスの電算化

が早いですから、戸籍の窓口にしても機能は。正確なものも出ますし。そういうサービスの向

上につながってるということで、一つご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） １１番の氏家委員、担当課が来ましたので。ただ、前回してますの

で、同じような質問の繰り返しは止めるようにしてください。じゃ、どうぞ。１１番氏家委員。 

○委員（氏家祐治君） 前回、質問させていただきましたので、内容等々につきましては積立

預金があるだとか、そういった部分についてはわかりました。ただ、白老牛肉まつりに関して

は、１事業３千万を超える大きな事業であると共に、町の行政側の方々がボランティアで参加

されてる部分も凄くたくさん関わってる部分というのがあると思うんです。それで、もっとも

っと長く続けていくためには、農家の方々の負担を本当に少なくしていかなければ、今は牛肉

や何かの単価は良いですし、多少なりとも裕福といってはちょっと農家の方々に失礼なのかも

しれないけれども、多少なりともこういった部分で協力出来る部分があると思うんです。でも

当日、各農家の方々も経営者の方々が直接この二日間リスクを背負って参加され、またそうい

った事業に取り組んでるというのも現実だと思うんですね。そういった中で、ＪＡ青年部が牛

肉祭り実行委員会というのを立ち上げながら進んでいく。そして、これからもっともっと。変

な話、肉代が１千６百万強の肉代が出てきますね。これは各農家さん方々からの提供だと思う

んです。こういった部分を考えますと、例えば今、預金残高が４００万程度あるという話は聞

いてましたけども、果たして一雨来た、二雨来たと、二日間イベント中止になった時に計り知
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れない損害が出るんではないかなと思うわけです。そのために、ここでちょっと聞いておきた

かったんですけども、この白老牛肉まつりの実行委員会に行政として、例えば産業経済の方か

ら誰かこの実行委員会の中に入って、いろいろな意見だとか、そういったものを聞いてるのか

どうかというものを一点聞いておきたいんです。そういった形の中で、この質問の中で受けた

預金が４００万程度あると。この預金の４００万程度というものが、実際今は妥当な金額だと

思ってらっしゃるのかどうか、その辺も聞いておきたいなと思います。 

○委員長（吉田和子君） 和野産業経済課参事。 

○産業経済課農林緑化担当参事（和野敏夫君） ここの部分でいきますと、正に実行委員会の

組織の中には白老町という形で担当係が入ってます。それで、２名が必ず実行委員会に出席し

て、反省会も含めてそういうやつに出ております。そういう中で、次年度なり１６年度の課題

というものは把握してきております。そういう中で、１７年度の牛肉まつりもそれらを踏まえ

て開催したという経緯になっております。それから、今別立て貯金。何かあった時のというこ

とで、これが１５年間かけて蓄積してきたものです。それで、イベントですから天気に左右さ

れると。その部分からいきますと平成６年の時に２日間の内、１日大雨で開催が出来なかった

ということがあります。この時に牛肉のパックでいくと約２，０００パック位残ったと。これ

の部分につきましては、今の日本製紙さんですけども、そこの協力を得て２，０００パックの

３分の２は売りさばいたという経緯があります。そういう中で、４００万で本当に安心出来る

イベントが開催出来るかと言ったら、これについてははっきり言って難しい部分もあります。

ただ、そういう中で地元の経済界の支援というか、そういう形で関わっていただける部分があ

ります。そういうものを含めて考えていくと、４００万、５００万位あれば何とかなるのかな

と思っております。以上です。 

○委員長（吉田和子君） １１番の氏家委員。 

○委員（氏家祐治君） 私は白老の牛肉まつりというのは、本当に白老を代表する大きなイベ

ントだと思ってます。そして、広域に渡る、例えば札幌圏、そういった方からも本当に白老を

知ってもらう、一番良いイベントだなと私は思ってる一人ですから、これを長く継続していた

だきたい。牛肉というのは、今牛肉の自由化また始まるという、そういった見解を見ますと、

今までのような、例えば牛肉が良い単価で売られていくだとか、そういった部分が懸念される

ニュースが最近出てますけども、そういった部分に関しては、去年あたりが５２万円程度の赤

字、決算で。５２万位で終わったということでもありますけれども、これからもっともっとサ

ービスの面だとか、そういった事業に力を。僕は特殊な事業だと思うんですね。例えば、イベ

ントの３分の２位が牛肉だとか、それだけで占めるようなイベントですから、本当にサービス

の向上に努めながらやっていかなければ難しいもんだと思うんです。そういったものには青年

団が中心になってやっていくのは大切だと思いますけども、これだけ大きなイベントになって

いくと、そこに行政の関わり方というのが、本当に大きくなってくるんではないかと思います

ので、その辺については過去のここ何年間、そして１６年度のこういった決算等も含めまして、

もう一歩踏み込んだサービスという面に関しては、三者で話し合ってるという話もありました
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ので、もっともっと中身のある議論をしていただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 和野産業経済課参事。 

○産業経済課農林緑化担当参事（和野敏夫君） 例えば、今、牛肉祭りを開催するに当たって

一番悩みというのが牛肉のパック詰めの部分です。これについて、やっぱり農協青年部も高齢

化という部分からいくと、やはり人手が無いと、そういう牛肉のパック詰めの部分で行政の役

場の職員のボランティア。それから、一般町民の方のボランティア。それから、議員さんの中

でもボランティアで出て、手伝っていただいたりしております。ただ、それが何処まで続くか

というのが一番の課題になってまして。ただ、白老の町内にはやっぱりそういう加工技術、パ

ック詰めする企業もあります。だから、そういう所と連携をしながら、牛肉まつりの運営をや

っていきたいという考えで、例えば１７年度もその議論をしてます。そういう中で、若干パッ

ク詰めすればそれらの経費が増えるということも、今回１７年度の検討の中で出てきてます。

ただ１８年度に向けて、その辺をどうクリアしていくかという部分を考えながら、やはり白老

産業の一つであります白老牛というものを構築するために、ＪＡ青年部はじめＪＣの方々、そ

れから各町内の団体の方々と協力しながら、今後とも続けていくように努力していきたいと思

ってます。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 他に。１４番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 歳入全般で聞けば良かったんですけども、８８ページの不能欠損と収

入未済の関係でお尋ねをしたいと思います。不能欠損が約４，７００万。この内３，７００万

が税と。決算書の８８ページです。収入未済額３億８，０００万の内、２億８，０００万が税

なんですけれども、ただ収入未済が入るべくして、いろいろな事情があって入らなかったもの

が３億８，０００万あるということなんですね。今の財政の状況からいくと、ここが例えば半

分入ったとしても、もの凄い収入になるわけです。監査委員の指摘も今回の意見も、８つの内、

７つが収入に関わるもの。その内１、２、３が一般会計に関わるものということで記載されて

いるということからいけば、ここが決算の中でいけば最も大切なものかなというふうに思って、

今聞くわけですけれども。一つは不能欠損に対する考え方。これは毎年同じこと聞いてますか

ら、あれなんですけど。不能欠損をやっぱりなるべく出さないと。それには、一つは当年度の

収納率上げるということがあるということで、職員の皆さん方非常に努力をしてるってよくわ

かってます。ただ、滞納繰越が進まないとやっぱり不能欠損で落ちていくという確率高くなる

んですね。ここら辺、生活状況との関係については、極めて厳しく。そことのバランスをどう

取るか、そこがなければどんどんやっていただいた方がいいんだけど、そことのバランスの関

係があるんだけど、基本的な不能欠損に対する考え方をもう一度伺いたい。保育料と住宅料に

ついては、これも滞納繰越をどう責めるかという所でもしあれば、長くなくて結構です。一言

答弁あればいていただきたいと思います。それと、今の決算書の７６ページ。不能欠損で港湾

施設使用料がほんの少しなんですけどあるんですね。これ、何で港湾使用料が不能欠損。船来

て逃げたのかどうかわからないけど、どうしてこういうことになるのかということが一つと。

もう一つは衛生手数料の１４０万。これちょっと、収入未済額９４万なのに、不能欠損で１４
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０万て出てるんです。何でこんなことになるのかということです。それと、もう一点だけお尋

ねしたいんですが、８２ページの収入未済額の土地、建物貸付収入だと思うんだけど、８２３

万。結構大きな金額が収入未済になってるんですね。土地、建物を貸付だと思うんだけども、

これ土地、建物を貸してもらなかったという、まだもらってないということなんだろうけども、

この経過。この点、簡単で結構です。特に滞納繰越をどう収納率を上げるかというような所の

税務の決意を含めて、お尋ねをしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 科目ごとに、保育とか住宅とか、科目ごとで。 

○委員（大渕紀夫君） 住宅とあれは簡単で結構です。 

○委員長（吉田和子君） 担当課からやっていただくということですね。この決算の全般の考

え方については税務の方で。前田税務課長。 

○税務課長（前田博之君） 不能欠損の、先ず対する姿勢ということですけども、不能欠損に

つきましては、法的に言えば執行停止、即時執行停止とあります。これについては、私共は滞

納処分の停止要件ということで地方税法に載っております、３点ほど。ご存知だと思いますけ

ど、若干言わせていただきますと、滞納処分することの出来る財産がないということ。あるい

は、生活、  切迫してるよと。あるいは、その所在及び滞納処分することが出来る財産共に

不明ですよというこの３点で、これについて私達は逐条解説、ここまでは出来るよというよう

な形の中で、先ず１点処分をしているということで、決算でいくと、１４、１５から見ると、

先の監査委員の報告では２００数十万、不納欠損多いよと言ってますけど、これは一つの要件

として、１６年度は現年度の決算なんです。これを差し引くと逆に不能欠損、去年から見たら

今年少なくなってきてます。ということは、現年分多少率上げて、なるべく現年分上げようと

いうことにしていますし。それで一点だけ申し上げますけども、現年分で不能欠損３００万ほ

ど数字出てますけども、これ過去には、２年位には現年分の不能欠損は無かったんですよ。こ

れは、大分景気が冷え込んで、企業が倒産してて、裁判所の決定を待って、ほとんど交付要求

と配当ある部分でどうですかということで、交付要求来るんですけど、ほとんど税については

配当がないんですよ。そして、その時点ではっきり言うと落とすと。それまでは、逆に言うと

３年の執行停止ですから、ぎりぎりまではうちの方としては対応するんです。何とか再建の中

ではっきりしない内にはどうですかという問い合わせしておくんですけども、最終的には弁護

士入って、裁判とあれを整理した時に、租税については配当出来ませんということで、その時

点で即時停止してしまうんですよ。そういうような特殊な要件が今、増えてきてるということ。

ただ、通常のべースからいくと、今言ったように数字的にいくと、去年、今年から見れば不能

決算という額は落ちてきてます。ただ、滞繰りの分については、正直な話、今年は若干滞納繰

越分の徴収率アップしてますけども、去年はちょっと下がってました。トータル的には上がっ

てます。そういう部分で、今非常に滞納繰越を上げなければ、不能欠損は無くならないという

ことが実態です。しかし、私達の姿勢としては、当然それは集めますけども、先ず先に集める

かったら、現年分を少しでも集めないと、次々それが伸ばして上がっていきますから。そうじ

ゃなくて過去の分についても、集中的にはやっていますけども、現年分をやっていきたいと。
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ただ、一つの例として、若干長くなりますけども、やってるのかという話ですから、一つの例

を言わせていただきますと、ずっと６、７年滞繰りあって、両方合わせて４００万位の滞納繰

越あったんですよ。それ今年、財産預金の調査をしたら、かなりの額持ってた人が払ってなか

ったということで、それについては差し押さえして４００万ほど入金させたというような形で、

今、税務課の職員も常にそういう部分について、どう対応しなければいけないかということで、

法的に、理論的に勉強して、直ぐ行動して移してるということだけは理解していただきたいと。

そういう形の中で、我々も滞納処分の停止の要件を厳しく審査しながら、なるべく減らしてい

くというような大勢で考えてます。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員から出た順番でやっていきます。保育料の件に関して。渡

辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 保育料につきましても、基本的には現年度の中で支払いをして

いただくということで、２ヶ月、３ヶ月滞る場合には、電話をして直接来ていただく中で、計

画的な支払いについてというようなことで、誓約書を出していただく中で、計画的に支払いを

していただくということを基本にしております。ただ、そのあと滞繰りになりますと、税務課

の方と協力をする形で、お互いに情報を提供する中で、滞繰に対する仕事を進めております。

ただ、本当に大きな金額にはなりませんが、毎月少しずつ滞繰りの中でも支払いをしてくださ

っている所もあるものですから、これについては継続的に進めていきたいというふうに思って

おります。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 住宅料。後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） 住宅料について、お答えします。先ほど税務課長、それから子ど

も課長が申し上げたのと重複する部分がございますが、基本的には現年分を出来るだけ少なく

していくというふうなことで努めております。しかし、どうあっても持ち越してしまった。こ

ういうふうな場合は、昨日の委員会の中でもお話ありました、保証人が居るわけでございます。

保証人の方に実情をお話する。あるいは、通知するということになりましょうか。そういった

ことで、保証人を交えた納入相談をしてございます。その中には、支払いの意思はあるんです

が、公営住宅に入居されてる人を総じて言えば、住宅困窮なんですね。もう少し平たく言いま

すと、比較的低所得者という部分がございますんで、なかなか現在のような経済情勢の中で、

収入が伸びるというふうなことは考えにくいものですから、あくまでも地道に督促する、ある

いは訪問して相談をしていくというようなことがございますが、先ほど話しました保証人の方

ともお話をしまして、保証人の方と相談した結果、１６年度においては１５人保証人と相談し

てございますが、その内１０人が納入してございますし、特にその中で悪質と言いましょうか、

そういった部分については保証人と交えた話の中で、退去していただくとかいうふうなことも

やってございます。そういうふうな、あくまでもこれは地道な業務を繰り返していくのが、不

能欠損の減につながるんじゃないのかなというふうなことで、今後も地道な活動を続けて。特

効薬などというのは、あまりないんじゃないのかなと思ってますんで、繰り返しになりますけ

ども、地道な作業を続けていくと、そういうふうに考えてございます。 
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○委員長（吉田和子君） 堀江水産港湾課長。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） 港湾施設使用料の不能欠損についてですけども。これにつき

ましては、平成１１年の滞納繰越分でございます。当時、登別の業者さんだったと思います。

会社が倒産いたしまして、その欠損としてずっときてると。それ１件だけでございます。その

後については、当然そういう不能欠損というにはございません。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） 須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君） 私の方は衛生手数料の関係ですけれども。これは１５年の４

月から７月分までのゴミ袋の販売手数料でございます。これにつきましては、指定販売店の破

産によりまして生じたものでありまして、１６年の１２月、債権、最終的に配分出来るものが

ないということの終結の中で、生じたものでございます。 

○委員長（吉田和子君） 山本経営企画課参事。 

○経営企画課契約財産管理担当参事（山本憲次君） それでは、私の方から財産貸付収入の未

済額についてご説明いたします。８２３万の未済額あるわけでございますが、この内訳としま

しては、１３年度からの町有地貸付分。６名、１５件分の未集金でございます。その内、７８

１万９，０００円。全体の約９５％を工場及び資材置き場等、貸付しております。１企業の未

集金でございます。その企業につきましては、平成１３年度以降なんですが、急激な経営不振

によりまして、全額納入が出来なくなったというような状況でございます。そういうふうな中

で、年間５３万程度収めていただいてるんですが、大体３分の１程度というようなこともんで

すから、あと３分の２は未集金として残ってきて、現在こういうふうな状況になってきており

ます。それで、私共も再三に渡って相手方と折衝してるわけなんですが、今後の対策として、

来年度、３年毎になんですが、貸付更新手続きが行われます。それに合わせて、貸付面積を精

査縮小しまして、対応したいとうことで協議しております。といいますのは、私方も現地確認

しましたら、使われてない社宅だとか、作業場だとかが見受けられたものですから、その辺に

ついて全部精査しまして、相手方と協議して返してもらうというような形で話を進めておりま

して。現年度分につきましては全額納入。また、過年度滞納分につきましては、企業努力によ

りまして、早期納入をしていただきたいということで協議を進めております。以上です。 

○委員長（吉田和子君） １４番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 答弁いただきましたので、あれなんですけども。ただやっぱり、３億

８，０００万の収入未済の金額は極めてやはり大きいと。これは監査委員の指摘どおりだと私

は思います。担当で努力されてるということは、今の答弁でよくわかりました。ただ、もうち

ょっと、例えば倒産したというゴミ袋で１４０万というのは、何か多すぎるな。途中でもらっ

たりしないのかな。現物押えたりしないのかなとか、一般的にはそう思うんですよね。持って

何処か行っちゃったのかわからないけれども、そういうシビアさが今、職員の皆様方にきっと

求められてるし、言ってる私達にも、町民の側にも極めてそういうことがたくさんあると思い

ます。ただ、この３億８，０００万と不能欠損で落ちた５，０００万をどう見るかと。町に入

るお金が入らないわけだから、これが入ったら今、財政的には非常に好転する部分だと思うん
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ですよ。ですから、そういう姿勢をきちっと貫くのと、聞いてて一つだけ思うのは、現年度を

いただくというのは、皆さん共通してるんですよ、全部。滞納繰越を減らすということをしな

いと、不能欠損で落ちます。今、税務課長、言われたとおりです。そういうものを全部の収入

に対して、全部の所で、特別会計も含めて、きちっとルール化してやる必要があるんではない

かと。滞納繰越にも、やっぱり同じ位の力を入れると。現年度に入れるのはわかりますけれど

も。そういう統一的な進め方と言いましょうか、全ての部分で。そういうものがやっぱり今、

必要ではないのかと。担当課で一番多いとこだけに任せるんじゃなくて、全体が全体を見合い

ながらやると、人も出すと。そんなような形が必要じゃないかと思うんだけれども、助役どう

ですか。 

○委員長（吉田和子君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） 大変、歳入厳しい中で、今年、使用料手数料の見直し、町民負担求

める中で、やはりこういうものを先にいただくことが公平な行政になるということは理解して

ます。そういう中で、いろいろ担当課の方から話ありましたけれども、原則は税では滞納分か

ら取るというのが本当は基本的なルールなんです。ただ、やはり町としては先ず、滞納をさせ

ない。滞納を未然に防止するということで、現年度はきちっと払ってもらいますよと。滞繰は

滞繰分で然るべき措置できちっと回収していきましょうと、こういうことでやってます。それ

で、税務課の方も税の他に保育料、給食費、住宅料、これについては現年度分はとにかくそれ

ぞれの課長からありましたように、原課できちっと対応してくださいよと。保育料であれば実

際には退所させるとかやってますし、住宅料は住宅料はきちっと保証人に話をして対応すると

かってやってます。そんなことで、それぞれ原課は原課なりに厳しい対応をしておりますので、

先ず現年の分についてはきちっと責任持ってそれぞれの課が対応すると。その上でそれぞれの

税もそうですし、使用料も税務課が中心となって、一元的にそれぞれみんな付随してるんです

ね。税も滞納あれば、保育料だ住宅料だということありますから、そういうことで税務課の方

が一元的に対応して滞納の整理に向けて進めてると。先ほど税務課長の方から話ありましたよ

うに、かなり預貯金の差し押さえですとか、またその他に不動産も公売実際にしましたし、土

地ですね。更に、最近の例では、実際に住んでいる土地、建物も差し押さえして、分納の誓約

をさせて今、払ってもらえるようになりましたけれども、そういう厳しい形で、当然町民の皆

さんに対する公平な行政を進めるということは当然のことだと思いますので、そういう強い姿

勢で臨んでるということで一つご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） よろしいでしょうか。他に質疑のございます方。質疑がないようで

すので、これをもって一般会計の決算審査に関わる質疑を終結いたします。 

（午後 ３時１７分） 


