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平成１８年白老町決算審査特別委員会会議録 

 

平成１８年９月２０日（水曜日） 

   開  会     午前 １０時００分  

   閉  会     午後  ３時２８分 

                                           

○出席委員（１９名） 

 委員長    及 川  保  君       副委員長    山 本 浩 平 君 

委 員    熊 谷 雅 史 君               小 西 秀 延 君               

鈴 木 宏 征 君               玉 井 昭 一 君 

土 屋 かづよ 君               西 田 祐 子 君 

近 藤  守  君               吉 田 正 利 君 

        氏 家 裕 治 君               吉 田 和 子 君 

        斎 藤 征 信 君               大 渕 紀 夫 君 

        中 出  正  君               谷 内  勉  君 

        加 藤 正 恭 君               根 本 道 明 君 

議 長    堀 部 登志雄 君   

                  

○欠席委員（０名） 

                                            

○説明のため出席した者の職氏名 

助              役             三國谷 公 一 君 

助              役              煤 孫 正 美 君 

教 育 長             山 崎 宏 一 君  

総 務 課 長             白 崎 浩 司 君 

総 務 課 交 通 防 災 担 当 参 事             奥 村  勇  君 

税 務 課 長              辻  昌 秀 君 

出 納 課 長             長 内 正 男 君 

町 民 課 長             五十嵐 則 夫 君 

健 康 福 祉 課 長             山 口 和 雄 君 

健康福祉課介護保険担当参事             武 岡 富士男 君 

寿 幸 園 長             千 石 講 平 君 

経 営 企 画 課 長             岩 城 達 己 君 

経営企画課契約財産管理担当参事             山 本 憲 次 君 

病 院 事 務 長             丸 山 伸 也 君 

消 防 長             前 田 登志和 君 

政 策 推 進 室 長             二 瓶  充  君 



 - 2 - 

生 活 環 境 課 長             須 貝  貢  君 

産 業 経 済 課 長             三 戸 功 二 君 

水 産 港 湾 課 長             堀 江  寛  君 

建 設 課 長             後 藤 光 雄 君 

上 下 水 道 課 長             佐 藤 克 悦 君 

学 校 教 育 課 長             目 時 廣 行 君 

社 会 教 育 課 長             坂 本  譲  君 

子 ど も 課 長             渡 辺 裕 美 君 

監 査 委 員              岡  英 一 君 

監 査 委 員             宗 像  脩  君 

                 

○ 職務のため出席した者の職氏名 

事 務 局 長             上坊寺 博 之 君 

主             幹             中 村 英 二 君 



 - 3 - 

 

○委員長（及川保君） おはようございます。開会前に一言、注意を申し上げておきたいと思

います。答弁側の皆さん、少し答弁が若干長いかなと。非常に丁寧に答弁されておられると思

うのですけども、若干長いかなというふうに感じますので簡潔によろしくお願いいたします。 

                                                            

○ 再会の宣告 

○委員長（及川保君） それでは、昨日に引き続き決算審査特別委員会を再開いたします。 

                                         

○委員長（及川保君） 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。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 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。 

７款商工費から審査に入ります。85 ページから 90 ページまでの商工費全般について。決算

書については 127 ページから130 ページでございます。 

質疑のあります方はどうぞ。７番西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 88 ページの（３）観光施設・資源管理経費についてお伺いいたします。 

ここのところで業務委託としてポロト公衆トイレ管理となっておりますけれども。私、先日、

一般質問でもお伺いいたしましたけれども、ポロトの夜間トイレの使用が出来なくなっている、

このことについてどのようになっているか、質問させてください。 

 ２つ目に、当然、業務委託しているわけですから、委託契約書というものがあると思うので

すけど、その内容はどのようになっているのか、お答え願いたいと思います。 

○委員長（及川保君） 三戸産業経済課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） ポロト公衆トイレの関係について、夜間トイレの使用の状況

がどういうふうになっているかということでございます。先般、一般質問いただきました。私

ども、その後すぐ調査をしてございますけれども、夜間トイレの関係についてはですね、現状

においては実はだいたい６時前後になろうかと思いますが、それ以降、現在は施錠していると

いう状況にあることがわかっております。 

 それから、委託契約書の内容ということでございますけれども、これはいずれにしても公衆

トイレの清掃を主とした管理委託契約を結んでいるという内容でございます。 

○委員長（及川保君） ７番西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） ６時前後に施錠しているということなのですけれども、それではです

ね、実際になぜ夜間トイレという大きな看板を付けた公衆トイレになっていらっしゃるのでし

ょうか。この件はですね、単にトイレの施錠をされているから云々という問題ではなくて、や

はり広く町民の方にも利用していただきたい、また、観光客にも便宜を計らうという意味で夜

間トイレという名前が付いていると思うのですよね。また、トイレの使用出来ていない実態を

今のままでよろしいと思っていらっしゃるのか。 
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また、業務委託をした経緯につきましてですね、そのような形で夜間は開けなくてもいいで

すよと、６時前後になったらもう閉まっちゃっても結構ですよと、そういうことでお約束して

いるのでしょうか。 

 また、そういうような関係でですね、例えばポロトの方の奥の方ですね、ビジターセンター

とかインフォメーションセンターの方にもトイレございますけれども、やはり、あの地区全体

で言いますと非常に広い範囲になっておりますよね。そこの中でやはり夜間トイレの果たす役

割は大きいのではないのかなと思っております。町民が早朝に散歩したり、夕刻に散歩される

姿もよく見受けられますけれども、そういう多くの人たちの便宜をどのように理解されている

のか、お伺いいたします。 

○委員長（及川保君） 三戸産業経済課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） 夜間トイレという名目が付いている以上ですね、当然、夜間

利用者のための利便に供するというのが、これは確かに本質だろうというふうに思います。私

どもは今回こういう状況にあるということを調査した中ではですね、やはり確かにあそこのト

イレは一義的にはまず、観光客の方々の、来られた方のトイレということがあろうかと思いま

すけれども。当然、今おっしゃるようなですね、夜間においても町民の方々の利用ということ

は当然考えられると思うのですが。聞いている範囲の中ではですね、やはり利用頻度の問題で

あるとか、あそこの場所柄からいって防犯上の問題がどうなのかというようなことも含めてで

すね、観光協会の方の判断で実は施錠しているというそういう状況がございます。私ども、そ

れをお聞きした中でですね、町が最初から関与していてそういう状況になっているかというこ

とだけはないわけでございまして、ただ、今、現状がそういうふうになっているということが

果たしてそれでいいのかということについてはですね、協会の方とも十分相談しながら、夜間

トイレそのものの効用というものを、やっぱり利用者の皆さんの利便性を確保していくという

上でですね、このトイレの夜間の使用の問題については前向き検討していきたいなというふう

に思います。 

 委託契約の中で夜間について締めてもいいのかという契約をしているかと。そういうことは

一切ございませんのでね。ただ、実態として、そういう実態があったというのは、実は私ども

の方も申し訳ございませんが先般の質問いただいた後に調査してわかったと。そういう状況で

ございますので、今後についてはですね、どういう方向で持って行くか、基本的にはやはり夜

間トイレという施設があるわけですから、それを有効に活用していくということを一つ基本に

しながら今後検討していきたいなとそんなふうに思います。 

○委員長（及川保君） ７番西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） ３答目になりますけれども。ちょっと違うのではないかなと思うので

す。今後、検討していくと、そういう話じゃないと思います。助役にお伺いいたしますけれど

も。これはポロトのトイレが設置される時に、議会の方でやはり町民の便利性を図るために夜

間トイレが必要だということでそのようになったと私は伺っておりますけれども。そういうの

であれば、今の答弁は非常におかしいと思います。本来であれば、もっときちんとした形で謝

罪していただくなり、または町民の皆さん方に大変ご迷惑かけて申し訳ありませんでした、そ



 - 5 - 

ういうような言葉があっても然るべきだと思います。私はそのような形で答弁を求めたいと思

いましたけれども、今のご返答では今後、検討していく、それでは本来の目的とは違うんじゃ

ありませんか。その辺について３答目ですので、しっかりとしたご答弁をお願いいたします。 

○委員長（及川保君） 煤孫助役。 

○助役（煤孫正美君） 私の方からお答えいたします。経過については今、課長の方からご説

明ありましたけども。私どもの方でも先日の一般質問の後にお聞きしていたところですね、や

はり防犯上の問題もありまして、そういうふうな形でやっていたというようなお話を聞いてお

りますけども。ただ、今、言われますように、町民も対象にしたトイレだということで、やは

りその辺町民を置き去りにしたなというような感じはしております。そういう面ではちゃんと

町民の方に説明をする責任があったかなというふうに思っておりまして、また、そういう面に

おいては非常に申し訳ないというふうに思っております。ただ、今後の運営についてはですね、

主に使う方はやはり観光客の方を主にしておりますので、やはり観光協会等も入れた中で、防

犯上のことも考えましてちょっと検討させていただきたいというふうに思っております。以上

でございます。 

○委員長（及川保君） 13 番斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 86 ページ。魅力ある商店街づくり事業。昨日も町長からチャレンジシ

ョップの話がございまして、一定の成果を上げているということでなかなか人も来ているのか

なというふうには見ているのですが。その一定の成果、狙いに対して一定の成果、どのような

成果が上がっているのか具体的に教えてください。 

○委員長（及川保君） 三戸産業経済課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） 今回の商店街の活性化に向けての空き店舗対策事業。商工会

を中心にして関係者が集まっての協議会を作って進めて参りました。協議会の中では大きく当

然、この対策を進める協議会をまず設置いたしましてですね、そして、その具体的な取り組み

の項目としては勉強会であるとか、あるいは他地域の視察研修、こういうものをやってござい

ます。また、調査事項として町民に対するアンケート調査、あるいは現状における空き店舗の

状況がどういうふうになっているか、そういうような調査をいたしております。また、空き店

舗対策、各地域でやられておりますけれども、そういう他地域の取り組み状況だとか、あるい

は支援の状況がどういうふうになっているか、制度的なものはどういうふうになっているか、

そんなことの調査もいたしました。 

それともう一つは、その実践事業としてチャレンジショップを開催したところでございます。

特にこのチャレンジショップの関係につきましてはですね、確かに17 年においては３ヶ月ばか

りの短い期間ではございましたけれども、多少ではありますけれども商店街に買い物客がちょ

っと増えてきたというようなそういう捉え方をしております。それから、商工会そのものにお

いてもですね、このチャレンジショップだとか、先ほど申し上げたようないろいろな調査を含

めてですね、今後の経営指導のノウハウを一つストックできたというようなそういう捉え方も

してございます。それから、大町の商業振興会だとか、あるいは萩野の商工業振興会もそうな

のですが、このチャレンジショップに合わせて連携して事業の企画を計画をしたとかですね、
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そういう連携と申しましょうか、そういうような変化も見られたことなんかも一つの成果であ

るかなというふうに思っております。ただ、一方では最初の取り組みであったということもご

ざいまして、看板がなかなか目立ちづらかったとか、あるいは店の前に当初はのぼりなんかも

無かったというようなこともあって、これは10 月途中からのぼり２本設置してございますけれ

ども。あるいはまた、店舗の配置の問題だとかいろいろなそういう展開をしていく上で店頭販

売の専門の方から助言をいただいてですね、例えばポップの改善であるとか、売り場の変更を

どうするかとか、そういうような指導も受けてですね、その後それによって売上げにも影響が

出てきたというようなこともございまして。いずれにしても初めての取り組みではありました

けれども、まだまだ課題として残るものはありますけれども、次に繋げる一つのいろいろな成

果が出たのかなとそういうふうに捉えてございます。 

○委員長（及川保君） 13 番斎藤征信委員。 

○委員(斎藤征信君） このような取り組みを始めたから、すぐに全てがうまくいくなんていう

ものではないことはよくわかりますし、結果がどうというよりも取り組みを重視しなきゃなら

ないのではないかというふうには思っているのですけれども。あそこを歩いていると周りの商

店の人たちもかなりシビアに見ているわけですね。いったいどうなるのだというようなことで。

町が肩入れをして本当にそれだけの効果があるのかどうなのかというようなことも真剣に見つ

めているような気がするのですが。実際にあそこに店を出して物が売れたからいいということ

にはならない。目的から言えば、商店街にたくさんの人を集める、あるいは販路を広げる、そ

れから、空き店舗を何とか活用する、それから、個人的なチャレンジ店も開店させていくとい

うようないろいろな目的があるのでしょうけども、それらがうまく目的が達成されているのか

なと。 

確かに調査をしながらいろいろやっているようですが、そういうことが、例えば、私がたら

こを買いに行った時にたらこがたくさんの店の分が並んでいる、並んでいる時に「どれが甘口

で、どれが辛口なの」と、「知りません」と。あそこで物を好きな物を買って行ってくださいと

言われたのだけども、あそこでたらこを売るのが目的じゃなくて、やはり虎杖浜だとかに行け

ば、こういうような味のものがこういうふうに売っているのですよというふうに販路を広げて

いくということが大きな目的じゃないかと。虎杖浜に人を呼んでいくというようなことが必要

なんじゃないのかと。そうすると、地域の人と店との連携というのがうまく取れているのか。

誰かに任せて店番をしていればいいというものではないような気もするので。そういうような

細かいところまで気を配りながら、ああいうものをやっているのか。ただ店を出せばいいとい

うものではないということだけは確かだと思うのです。それから、じゃあ、ああいう取り組み

をやって、商店街のシャッターが下りた所の何とかそれが別な活用になっているのというふう

に聞かれた時に「さて」って首を傾げちゃうわけですけども。個人的にも小さな店を何とかチ

ャレンジしてみたいなんていうようなところまで広がっているのかどうなのか。そういう取り

組みが成功しているのかどうなのか、その辺りももう少し伺いたいなという気がするのですが

いかがでしょうか。 

○委員長（及川保君） 三戸産業経済課長。 
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○産業経済課長（三戸功二君） 今、ご質問ありましたようにですね、私どもの方も今回この

チャレンジショップの一つの大きな目標としましてはですね、当然チャレンジショップその名

のとおりですけれども、要はそこに店を出すことだけを最終目的としては捉えてはございませ

ん。 

もちろん、チャレンジをしていただいて最終的には自分の個店を出していただく、そのため

の、いわゆる実証、実験的なことをやっていただいたということでございまして、目標はやは

り独立をして商店街の空き店舗を活用して自分でご商売をしていただく、それを実は目標にし

てございます。そういう中でいろいろ今お話ありましたように、ただ、店を出して物が売れた

らそれで良かったというような評価は必ずしも私どもはしてございませんですね。今、ちょっ

とお話ございましたように、店員の対応の問題なんかについてもですね、先ほど申し上げまし

たけども、店頭販売プランナーの専門家の方からも実はご指摘をいただいたこともございまし

た。そんなことで一時、最初に担当していただいた店員さんが後から一部変わっていただいた

というようなこともございます。その後、対応していただいた店員さんはわりと親切に対応し

ていたというようなそういう報告も受けておりますけれども。いずれにしても、お客さんに対

する対応含めて経営的にどうだとかという、そういうことを含めてのチャレンジというふうに

私どもは捉えてございましてね。ですから、当然、個々のそれぞれお出しになったお店の方に

ついてはですね、私ども最初から申し上げていることでございますけれども、いわゆる最終到

達に向けてのご努力をしていただくということで進めてきたものでございますので。その軸そ

のものついてはぶれてはいないと思いますけれども、ただ、なかなか出された店舗の中でもで

すね、昨年の場合、全体で４店舗出ておりますけれども、やはり売れているところと売れてい

ないところがあったりしてですね、その辺がちょっと課題と言いますか。中には最終到達目標

は持ちながらも、一つ自分のいろいろ持っている製品を皆さん方にご披露したいとかですね、

そういう意味合いのところも実はあったりしてですね、全部が一つの目標にという形にはなっ

ていないのかもしれませんけども、基本的な考え方としてはそういうような考え方を持って進

めてきたつもりでございますし、それが３ヶ月という短いこともございましてですね、それに

引き続いて、また今年度においても引き続き再チャレンジして、次の着地点を模索するという

ようなことに繋がってきたということは、これは事実として言えるのかなというふうに思って

おります。 

先ほど、たらこの話なんかも出ておりましたけれども、実は白老のたらこが町内であれだけ

のお店のものを一同にあれしたというのは、このチャレンジショップの一つの成果でもあった

のかなと実は私ども思っております。10 数店舗が白老町にですね、それが一つの店の中に全部

揃ったというようなことも、町民に対してのＰＲにもなったのかなというふうに思います。当

然、これは全体の販路拡大ということを含めてですね、我々はまた違うサイドでやっていく必

要があろうかなというふうに思いますが。チャレンジショップそのものについては先ほどらい

申し上げておりますように、最終的な到達点というものはやはり自分で個店を出していただい

て営業をやっていただく、そこを目的としてのチャレンジということで捉えてございますので

ご理解いただきたいと思います。 
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○委員長（及川保君） 13 番斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） だいたいはわかりました。今、最後に言われました、たらこの店 11

店舗が一斉に集まって、そして、販売する。これが大きな目的の一つかなというふうに思うの

ですよね。そういうご商売の方々が一同に協力し合いながら、白老のたらことして売り出すと

いうことで。ただ集まればいいということじゃなくて、集まった結果、それをよそへ広げてい

くとなれば、本当にこれは一つ一つの特徴だとか何か説明できるぐらいの人がいなければそう

ならないわけですね。ですから、ただ集めればいいじゃなくて、それをどういうふうにすると

白老の物になっていくのかということを、本当にこれは上手に指導していただきたいなという

ふうな感じはするわけですけども。だいたい、狙っていることというのは私も考えていること

同じだと思いますので。今まで言われた中でずばり、これから先、今までの到達点に立って、

新しくどこを目標にしながら、何を重点にしながら、力点を置きながらやるつもりなのか、そ

こをずばり答えていただければと思うのですが。 

○委員長（及川保君） 三戸産業経済課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） 一つにはですね、いわゆる商業ベースの上での個店がこのチ

ャレンジの結果として出ていただくことがまず一つ目標と言いますか、希望としてあります。

それともう一つはですね、それじゃあ、あそこの大町の商店街を本当の意味で活性化していく

上でですね、商業ベースだけでそれが活性化できるかというのは、これはなかなかやっぱり難

しい問題があるだろうと。 

従ってですね、要はいわゆる生活外の賑わい、賑わい生活空間、そういうものを狙いとして

ございまして、一方ではチャレンジショップの展開を含めて、先ほどらい申し上げているよう

なことを目指しますけれども。もう一つはですね、例えばこれは民間のＮＰＯ法人だとか、あ

るいは行政の持っている業務の一つでもいいと思いますが、そういうものなんかも、そういう

商店街の中で展開することによってですね、いわゆる、そこに来るお客さんの賑わいを作りた

いというようなことを考えてございましてですね。今、私ども、チャレンジショップというと

ころをどちらかと言うと目が行ってしまいますけれども、このチャレンジショップ、いわゆる

商業ベースだけで賑わいを作るということは非常に困難なことだろうというふうに思っており

まして。今、申し上げたようなことを含めて今後、十分、今、この協議会の中でも検討してい

る事項でもございますし、当然、町の方のそういう施設をあの中で展開するということになれ

ば、町内的に全部整理しなきゃ駄目な問題ですけれども、基本的な考え方としてはそういうよ

うな考え方を持って賑わい空間を作っていきたいなとそんなふうに思っております。 

○委員長（及川保君） 他ございませんか。９番吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 86 ページから 87 ページに渡って、一つお願いいたします。 

まず、中小企業の振興貸付金の関係でございますが、これらについて、現在、貸付先の状況

について、どのような分析をされておるか。それから、貸付先の企業の動向について、どのよ

うに把握されているのか。 

それから、この制度を発足して現在やっているわけでございますが、その制度に対する目的

はきちんと達成されていると思われるかどうか。最後に、貸付のシステムについて、審査から
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決済までどのような方法を取っておられるのか、これについて伺いたいと思います。 

 次、87 ページの企業誘致の広告料の問題についてでございますが、現在、どのような広告先

に、どのような広告を打っておられるのか。これは最小費用で最大の効果を出すというのが最

終目的と思いますが、これらについて今後も今までどおりに進めて行こうとしているのか。こ

れらについて、一つご回答いただきたいと思います。 

○委員長（及川保君） 三戸産業経済課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） 中小企業振興資金の貸付の関係について何点かございました。 

貸付先の分析ということでございますけれども、貸付の分析と申しましょうか、当然、貸付

先については私ども全部押さえてはおるのですが、分析という意味はどういう意味なのか、ち

ょっとあれなのですが。貸付の分析という意味合いが理解出来かねる部分ありますが。いずれ

にしても、貸付先については全て掌握をしてございます。 

あと、企業の動向ということでございますけれども、貸付先の企業が今どういう状況になっ

ているかという意味合いかと思いますが、私どもはそこまで追跡して現状がどうなっているか

というところは押えてきれていないのでご理解いただきたいと思います。 

それから、制度の目的が達成されているかということでございますが、これは確かに、これ

までこの制度については相当長い歴史をもってきておりますけれども。平成 17 年においても実

は 39 件のご利用がございますけれども。例えば、これを過去５年間にさかのぼって見てもです

ね、平成 12 年には 41 件、平成 13 年 30 件、平成 14 年 43 件、平成 15 年 52 件、平成 16 年 39

件と。この数が多いかどうかはまたいろいろな見方があるのかなというふうに思っていますが、

少なくとも私どもの方ではですね、この数十件という活用がされているというようなことから

見ますとこの制度そのものの効果はあるのかなとそんなふうに思っております。 

それから、貸付の審査等のことでございますけれども。この貸付につきましては、あくまで

も金融機関が窓口になることになりますので、その辺の審査と一連の手続きについては金融機

関さんの方の手続きになろうかなというふうに思います。ただ、私どもの方は町内３金融機関

にいわゆる預託をしてですね、その2.5 倍の枠の中で貸付をしていただいているわけですけれ

ども、その前段、いわゆる年度当初においては預託額の協議をさせていただいたり、あるいは

利率のことについて協議させていただいたりと、そういうような行政側と金融機関との協議の

場は当然持ってございますけれども。実際、申し込みがあって、それを貸付するまでのことに

ついてはそれぞれ金融機関さんの方でやられているということでございますのでご理解をいた

だきたいと思います。 

 それから、企業の広告の関係ですけれども。私どもは産経ビジネスアイというところと広告

の契約をしてございまして、年間、平成 17 年度においては29 回の広告をしてございます。広

告の内容につきましては当然のごとくですね、白老町の石山工業団地あるいは特別工業地区、

これの広告を出しているわけでございますけれども。マスがそんなに大きいマスでございませ

んので、それほど詳しい内容は書き込みできない状況はございますけれども。実は前にもご指

摘いただいたことがあったかなというふうに思いますが。当然、広告の中身がですね、いつも

最新の状況を流すということが必要だろうというふうに思っていまして、以前にはちょっと古
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い情報なんかもあったものですから、その辺は改善しながら広告を出しているということでご

ざいます。今、申し上げましたように、年間 29 回の報告ということになってございます。以上

でございます。 

○委員長（及川保君） ９番吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 今の課長のご答弁で、産業振興という主旨からいたしまして町内の中

小企業の皆さんが、やはり役所に相談に来たり、融資をお願いするということはそれなりの事

情があって来るわけでございます。それをやはりカバーするのが今の制度だと思うのでござい

ますが、貸付先だけは把握しているけども後は、というようなご答弁でございました。私はや

はり、産業振興の基本というのはそのような各企業の状況もある程度把握した中できちんとす

べき問題かと思うのでございます。これが１点でございます。 

 それから、広告につきましては、最近いろいろと見ておりましたら、直ったなと思ったらま

た古い広告が載っているのですね。そのような状況をどのように管理されているのか、疑問だ

ったからちょっと質問したのでございます。以上でございます。 

○委員長（及川保君） 三戸産業経済課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） 町内の中小業者、その状況を把握する必要があるというご指

摘。それは必要ないということは、私は申し上げるつもりはございませんけれども。当然、こ

の制度を使ってご相談あることについてはですね、町ばかりでなく商工会との連携の中でいろ

いろご相談を受けたり、そういう状況でご対応しているという部分はあるのですけれども。最

終的に現状はもちろんそういう中ではお聞きできるわけですけれども、その後どうなっている

か、追跡調査を含めてそこまでのところはなかなかちょっとやっていなかったというかな、そ

ういう状況が実はあるのですね。そういうことも含めて、常にそういう状況を把握する必要が

あるということについてはですね、全くそのとおりかなというふうに思いますので。どこまで

の内容をどういう形でやれるか、この場ですぐ申し上げるものをちょっと今はありませんけど

も、いずれにしても、そういう状況把握については努力をして参りたいなとそんなふうに思い

ます。 

 それから、広告の関係でございますけれども、古い広告がまたちょっと出ていたよというこ

とでございます。私、これについては何度も担当の方にも申し上げておりますけども、常に新

しい情報が必要ですよと。前に１回そういうことで変えたということも申し上げておりました。

それがまた元に戻っているという状況があるとすればですね、これはちょっと、どういうこと

なのか早急に調べて対処したいとそんなふうに思います。 

○委員長（及川保君） ９番吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） ともかく、町内の中小企業の振興という意味からすると、もう少しそ

のような意味で基本の流れをきちんとやっぱり文章で押えながら、やはり融資という重要な問

題を抱えてやっているわけですから、ただ貸しっぱなしというやり方には問題あるんじゃない

かと思いますので、今後、十分そのような検討をして進めていただきたいと思います。以上で

す。 

○委員長（及川保君） 三戸産業経済課長。 
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○産業経済課長（三戸功二君） そのように意を尽くして参りたいなというふうに思います。 

○委員長（及川保君） 他。12 番吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 商工振興のところで、町長の17 年度の町政執行方針の中で大型商店の

空き店舗対策を講ずる体制づくり並びに商店街の意向調査等の基礎調査事業を進めて参ります

というものがあるのですが、この意向調査はされたのかどうなのか。 

それと、この意向調査を受けて、産業経済課としてどのようなことを大まかに捉えて、それ

をどう生かそうとしているのか。その点について伺いたいと思います。 

○委員長（及川保君） 三戸産業経済課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） 意向調査と申しますか、先ほどもちょっと触れましたけれど

も、空き店舗対策協議会を設置してですね、この中の一つの取り組みの中でいわゆる調査とい

うものをいろいろやりましたと。その中でですね、町民に方に対するアンケート調査を実は実

施いたしました。項目としては大町商店街に欲しいものはどういうことか。あるいは大町商店

街を少し応援してもらうようなコメントを、頑張れ大町商店街というようなコメントをいただ

く、そんなような調査をいただきました。当然、その中で大町商店街に求めている職種という

ものがですね、どういうものが望まれているかということも実はアンケート調査の中では明ら

かに出ております。当然ですね、そういう町民ニーズに答えてそういうような店舗開拓が出来

れば、それに越したことはないのですけれども。当然、そこのところも町内の業者、あるいは

町外の業者含めていろいろ検討していく必要はあると思うのですけれども、それがすぐニーズ

に答えられるような店舗開拓が本当に出来るかということはですね、これはまたいろいろな積

み重ねが必要になるのかなというふうに思っています。ですから、当然そういうアンケート調

査でニーズ把握したわけですから、それに向けての改善策、解消策というものを検討していく

のは当然かというふうに思いますけれども、一方で今やっているチャレンジショップの成果を

元に、まず、そこで新たな店舗開拓をしていただく、そういう意欲を持っていただく、そうい

うことと、それと先ほどらい申し上げておりますけども、商業ベースばかりでない、いろいろ

な賑わい空間を作る方策を検討していく必要があるのかなとそんなふうに思っております。答

えになったかどうかあれですけども以上でございます。 

○委員長（及川保君） 12 番吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 私、これを読んだ時に、町民のニーズを調べたというふうには思わな

かったのです。商店主の意識改革をやっぱりしていかなきゃならないというふうに私は思って

います、商店街の活性化のためには。それで、商店主のいろいろな今の置かれている現状に対

しての意向調査をしたのかなというふうにちょっと思ったものですから。というのは、チャレ

ンジショップを17 年度、３ヶ月実施しました。その話の中で今のやりとりを聞いていましたら、

やっぱりいろいろな活性化を含めた町の賑わいということを一つの大きな目的にしているとい

うことで、日曜日開催していましたよね。店舗開けていましたよね。その目的というのは、や

はり土日の白老町の町民の町外の流出を抑えるという。そして、商店街の日曜日の活性化とい

うことも一つの大きな目的だったというふうに私は伺っていたのですが。私はこの商店主の意

向を調べて変えたのかなとちょっと思ったのですが、今年、日曜日はやっていませんよね。町
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民の方々から、どうして日曜日やらなくなったのだろうって。やっぱり商店街というのは日曜

日はお休みということになるのだろうかというお話があるのですけども。その辺、どうしてそ

ういうような切り替えがなったのか。商店街の賑わいというのは、私は一つの目的はやっぱり

日曜日にどう人が集まるのか。それから、町外から来た方々が町内の商店街、食堂が開いてい

ないという声が大変不満として出ているわけですね。そういったことを含めて、私はチャレン

ジショップが大きな起因になって、そして、各商店街が１件でも２件でも日曜日やろうという

ことに繋がるのが、私はこのチャレンジショップの大きな目的の一つではなかったかなという

ふうに思うのですが、その辺をお聞きしたいと思います。 

○委員長（及川保君） 三戸産業経済課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） １点目に、ちょっとお話がありました商店主の意向調査。意

向調査という名目ではなかったかもしれませんけども、やはり既存の商店主の方々にいろいろ

お話を聞いたという一つのものについてはですね、これは、あくまでも今、空き店舗になって

いるところの調査をする中で今後の動向等についてお聞き取りをしているとそういう調査は実

施いたしております。 

 それとチャレンジショップの日曜開店の関係でございます。お話は今、委員がおっしゃると

おりですね、そういう視点が進むべきところかなというふうに思いますが。実は、昨年３ヶ月

やってですね、日曜から土曜日までの１週間の来店の数を見ますと、やはり日曜日が実は一番

少ないのですね。そういう実態があったという、昨年の３ヶ月の間ですけれども、そういうや

っぱりあれがありました。確かにこれはチャレンジショップを日曜日開けることが他の店舗へ

のいい影響として出てくることが一番いいのかもしれませんが、なかなかやはり他の店が全部

閉まっている中でチャレンジショップだけ開けてですね、商店街の本当の意味の賑わいがとれ

るのかと、それもちょっとやっぱり疑問なところがあるのですね。それだから今年やっていな

いかどうかというのはですね、私ちょっと、その辺の詳細をもう少し掴まえたいと思いますけ

れども、商工会の方の展開事業でやっておりますので、その辺の状況をもう少し確認したいと

思いますけれども。これはやはり、チャレンジショップの日曜日も開ける、あるいはその周辺

の商店もそれに効して開けているというような全体の相乗の中でやっていく必要あるのかなと

そんなふうに思いますので、この辺については商工会、協議会の方とも協議させていただきな

がら、この日曜日の問題についてどうするか再度協議したいなとそんなふうに思います。 

○委員長（及川保君） 12 番吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） これは商工会が絡み、商店主が絡むことなのですが、本当に最初の当

初の目的であったものが、私はチャレンジショップというのはそういう意味合いがあると思っ

たのですね。日曜日が一番少なかったのは当然。開いていない店がたくさんあるわけですから

町民も来ないわけです。それを変えていこうというのが一つの目的だったと思うのですが、そ

れを３ヶ月やって駄目だったから、じゃあ今年は日曜日やりませんというのであれば、商店主

が店を開けないというのと同じことだと思うのですね。私は、それはチャレンジにはならない

と思うのです。何かを変えようとしてやったことですから、じゃあ、商店主全部に呼びかけて

いったのかどうなのか。何とか開けようということをされたのかどうなのか。そういう基本に
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なっていくというか、起爆剤になるためのものだったというふうに思って、すごく期待してい

たのです。それが、今年は日曜日やらないということでしたので、また同じことなのかなとい

うふうに私は思ってしまった方なのですね。ですから、やっぱり何のための目的だったのかと

いうことを見失わない、それが一つの大きな町の活性化に繋がることであれば、１年３ヶ月間

でやめてしまうというのでなくて、私はもっともっと挑戦するべきじゃないかなというふうに

思うのですが。その点をもう一回伺って終わります。 

○委員長（及川保君） 三戸産業経済課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） 先ほど、昨年の実績の中で日曜日が一番少なかったよという

お話申し上げましたが、それをもって今年の日曜日はやめましたというふうに直接結び付くか

どうか、その辺はまた違った考え方があってのことなのか、ちょっと今、私ども、そこの部分

ちょっと承知していない部分ございましたので。いずれにしても、日曜日も開けて、またそれ

が他の各個店にも波及していく、そういうような起爆剤という言葉をお使いになりましたけど

も、まさにそういう部分あるかなというふうに思いますのでね、この辺は商工会あるいは空き

店舗対策協議会作ってございますので、そういうところへ投げかけてですね、ぜひ、そういう

方向にできればなというふうに思いますので。ちょっと時間をいただきたいなとそんなふうに

思います。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。14 番大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 一番最初に質問をされました同僚議員のポロトのトイレに対すること

でお尋ねをしたのですけど。私は議会に対する答弁としては、私は納得できないのですよ、あ

の答弁では。なぜかと言うと、一つはですね、観光協会と町の観光に対する姿勢の問題だと私

は捉えるのです、この問題は。一つ目はそれです。どういうふうに思っていらっしゃるのか。 

 二つ目に、１億円のトイレということで大々的に報道されました。議会も取り上げました。

そういう中で町民からの声は、「なぜ、あそこに１億円もかけてトイレを作るの」という意見も

随分ありました。そういうことがきちんと行政の認識になっているのかどうか。 

 三つ目に、観光協会が勝手にやれることなのか。町がわからなかったということはもちろん

あるかもしれないけれども、勝手にやれることなのか。 

 四つ目に、一番初めに言ったことと逆ですけど、観光客と町民に対する町と協会の姿勢が問

われている問題だと。そういう受け止め方でないような気がするのです。 

 最後にね。防犯上の問題だと言われました。何か、それがよりどころのような答弁だったで

すけれども。現実的に駅前のトイレや駅のトイレというのは夜、閉まっているのですか。何を

基準に防犯上って軽々しく言っていらっしゃるのですか。苫小牧の公園で閉まっているところ

ありますか。議会に対する答弁として、私は、そこは納得できないですから再度答弁を求めま

す。 

○委員長（及川保君） 三戸産業経済課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） トイレの関係でのご質問です。観光に対する姿勢の問題が問

われるのではないかと。確かにあそこの地域についてはですね、白老の中枢の観光の拠点と言

いますか、そういう部分でありますから。ただ、そこへトイレをまず建てたという意味合いに
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ついてはですね、やはり観光者に対するトイレの必要性含めて建てた。それが１億円という大

金をかけてのトイレになったという、そういう批判は、いろいろはあったのかなというふうに

思いますけれども。いずれにしても観光地である以上、観光者に対する便益施設があるという

ことはですね、これは当然必要なことだろうというふうに思います。 

 観光協会が勝手にやれるのかということでございますけれども。当然、これは私どもも結果

的に反省しなきゃ駄目なことなのですが、観光協会がそういう、先ほど防犯上の話だけ申し上

げましたけれども、観光協会の方も光熱水費節減の問題だとかそういうことを含めてというふ

うに私も伺っておりますけれども。ただ、それを私どもが知らないでいたということは本当に

反省しなきゃ駄目なことかなというふうに思います。ただ、観光協会が勝手にやったかという

か、そこはトイレそのものについては観光協会にその管理を委託しているという部分がありま

すから、観光協会としても管理の一つの部分の中で、観光協会の判断の中でやられたこととい

うことになるのかなというふうに思います。当然これは町の方も十分知り得ておく必要があっ

たのかなと、知らなかったということについては反省しなきゃ駄目なことかと思います。 

 防犯上の問題のことを一つの要因として申し上げておりますけれども、確かに言われるとお

りですね、それじゃあ他の公衆トイレが防犯上の問題があって夜間は全部閉めているかという

ことにはならないのかなとそういうふうに思います。ただ、私ども、協会さんの方から聞いた

話の中ではですね、同じ公衆トイレでも例えば白老の大町の役場前にありますけども、ああい

う場所にあるトイレとポロトのあそこの地区にあるトイレは、やはりポツンと１つある、そう

いう環境の中で何かあった時にやっぱりちょっと困る面があるかというようなことの中で閉め

ているのだというようなお話を伺っております。それを防犯上の問題だけということで本当に

処理していいのかどうか、この辺については先ほどらい答弁申し上げておりますけども、当然

２４時間トイレという初期の目的に沿った形で運用できるような形を協会の方とも十分協議し

ていきたいなとそんなふうに思っております。 

○委員長（及川保君） 14 番大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 根本的な考え方の違いを聞いているのですよ、僕が聞いているのは。

具体的に起こっていることで言うのですか。それだったらね、観光協会と町が観光に対する考

え方の姿勢の問題だということはどういうことかと言うと、そのことをすごく軽く考えている

という意味ですよ、僕が言っているのは。そういう議論をしているのですよ。それがどうなの

かと聞いているのです。わかりますか。観光にこれだけ力を入れているわけでしょ。町長が観

光協会長になったのだよ、今年。そういう中で知らなかったことはごめんなさいって、それで

済むようなことなのかと僕は言っているのですよ。詰めているとかそんなのではない、姿勢が

どうかということ、観光に対する町の姿勢が。そこがこういう形で表れているのではないです

かと言っているのですよ。それをああだこうだ、そうだこうだってね、何か訳分からないよう

な理由付けて言っていますけども、そういう姿勢が今の観光行政に対する問題じゃないのと。

分からなかったことはしょうがありませんよ。だから、分からなかったと言っているのだから。

いつから分からなかったのですか。６時から閉めたのはいつからなのですか。今、夏だったら

７時だって明るいですよ。観光客というのは観光バスで来る人だけですか。私が言っているの



 - 15 - 

は、町の姿勢の問題を聞いているのです。町民や観光客に対する姿勢、観光に対する姿勢、そ

れがこういうところに表れているのではないのかということを僕、聞いているのですよ。だか

ら、防犯の問題だって言うから、それだったら他のトイレはどうして開いているのと。大町と

違う。そうなのですか。そうしたら、閉めるのはどういう基準で閉めるのですか、それだった

ら。そうなっていくのですよ、みんな。私、そんなところ責める気はないですよ。だけど、そ

うなっていくのです、そういう答弁だったら。だから、僕は議会に対する答弁がおかしいので

はないのと言っているのですよ。姿勢を聞いているのに、そういうことを言うから。私が言っ

ているのは、そういう姿勢が今の観光行政に対して問題があるのではないのかというふうに聞

いているのですよ。わかりますか、そこのところ。私はね、町民や皆さんがどう思っているか、

これはね、いつから閉めていたのかということだって分からないとしたらどうなりますか。光

熱水費がかかる。光熱水費がかかって困るのだったら、なぜ、観光協会は町に光熱水費がたく

さんかかりますから夜開けることができないからと、なぜ、町に相談に来ないの、協会は。そ

んな指導なのですか、協会に対する指導は。指導姿勢は。そう思いませんか。どうして観光協

会が夜閉めますと、その理由は光熱水費がかかるからですって、どうして町に相談に来ないの

ですか。僕はそういうことをきちんと考えて答弁されているのかということなのですよ。これ

から、観光協会長にもう町長がなられて何ヶ月ですか。そういう中で起こっている問題だとい

う認識があるのですか。その点。 

○委員長（及川保君） 煤孫助役。 

○助役（煤孫正美君） 大渕委員言われること、全くそのとおりでございまして、私ども深く

反省しております。ただ、私、先ほど観光についての町の基本的な考えということをちょっと

述べておりませんでしたので。やはり、あそこで１億円というのも白老町の観光行政の重さと

いうのを考えまして、あそこで１億円と。いろいろご批判もありましたけども、やはり白老町

の観光の中核だということで１億円のトイレを作ったということの経過があります。それはや

はり尊重しなきゃならないと思います。そういう形で進めておりまして、観光については現在

もご承知のように今年度事業になりますけども専門的な職員を配置しまして、白老町の観光の

振興というのは大事だということで捉えております。その一貫としてもやはりトイレの重要性

は十分認識しているというふうに思っております。ただ、今、言われますように、本当の基本

的な一番大事にしなきゃならないお客様だとか、町民の方の不自由をかけたということは本当

に申し訳ないというふうに思っております。いずれにしても、これからイオルの整備も始まり

ます。そういう面であそこの地域も含めまして、白老町の観光は重要なものというふうに思っ

ておりますので、いま一度、観光協会とも詳細について詰めまして、行政と観光協会一体とな

った観光の振興に努めて参りたいというふうに考えております。以上でございます。 

○委員長（及川保君） 14 番大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） これ以上言う気はありません。ただね、私が言っているのは１億円の

トイレが駄目だとか、批判があったとかそんなことを言っているのではないのですよ。あれは

あれで作ったのですから、あれを最高有効利用するためにはどうするかと。その時に町の姿勢

がもっとも大切なのだと、そのことを本当に理解されているかどうか。観光、観光、うまいこ
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と言いますよ。だけどね、姿勢としてそうでなかったら表れるのです。僕が言っているのは、

そういうことをきちんと考えていただきたい。もちろん、職員の方、担当の方々、努力をされ

たり、いろいろなところで私が言っているのと違う部分だってあるかもしれませんよ。だけど

ね、基本的な姿勢として６時に閉めていたということがいつからで、どうしてか、わからなか

ったらやっぱりそれは駄目なのですよ。それが姿勢として問われてもしょうがないのです。で

すから、そういう認識が欠如していると、少ないということなのです、私が言っているのは。

そこのところは本当に肝に銘じて仕事にあたっていただきたいというふうに思います。最後に

その点についての答弁を求めます。 

○委員長（及川保君） 煤孫助役。 

○助役（煤孫正美君） ご指摘のとおり、今後についてはいろいろな角度から観光に対しての

ものの考え方をしっかり持って務めて参りたいと。それは施設ばかりじゃなくて、人間と言う

か、職員も含めて、そういう形で務めて参りたいと。 

○委員長（及川保君）  他、ございませんか。暫時、休憩します。 

休   憩      午前 １１時００分 

                                         

再   開      午前 １１時１５分 

○委員長（及川保君） 休憩に引き続き、会議を開きます。８款土木費に入ります。 

91 ページ１項土木管理費１目土木総務費から 95 ページ３項河川費１目河川総務費まで。決

算書は 129 ページから136 ページまでです。 

質疑のあります方はどうぞ。１９番根本道明委員。 

○委員（根本道明君） 一番最後の河川施設維持補修経費。123 万 9,883 円出ていますけれど

も、この金額にどうと言うことはないのですけども。先日、私、集中豪雨が鵡川でありまして

ですね、そちらの方を災害後見る機会がありまして見て来ました。そうしたら、そこで１０箇

所ぐらい見させてもらったのですが、その中で気が付いてところが１、２箇所あったのですが。

それは草が、１ｍぐらいの草がずっと生えているのですよ。そして、出口がふさがっているよ

うな状態、そういうところで災害が起きているわけなのですよね。これは平成11 年の年に大洪

水があった時に白老町がいみじくも逃れたという実例があります。同じだけの雨量が降ってで

すね、鵡川と。今回の場合は鵡川の方が多かったわけですが。そこでですね、原因は何なのか

と言ったら、やはり河川の草をきちんと刈っていることが白老は良かったのかなと、このよう

に見てきたのですが。そういうことで、例えば洪水がなくなるとかというふうなことが実際に

あるのか。自分はそういうふうなことであれするのかなというふうに見てきたのですが。たま

たま、私の家の前にメップ川という川があるのですけれども、その川もやはり草を刈っており

ます。そして、いつも水位が一定しているのですけれども。ただ、この頃また生えてきまして

ヘドロが付きましてですね、橋の下辺りが非常に開口が少なくなって。橋の下ですね、道路と

か踏み切りの下が狭くなっているのです。それで、そういうようなところをこれから取る計画

があるのか。その点とですね、また、そういうふうにして草を刈ることによってどのような効

果があったのか。そこら辺のことをですね、もし、専門的な知識があるのだったら教えていた
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だきたいなと。 

○委員長（及川保君） 後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） 河川の草、流水を阻害する草というふうなことでのご質問でござ

います。確かにおっしゃいますように、河川はですね、全部がというふうなわけではございま

せんが、かなり草の生えている所、先日、一般質問もございましたクッタリウス川もそういう

ふうな状況はあります。草にもいろいろございまして、流水を阻害するような草の場合とそう

でない場合がございます。流水を阻害するようなものであれば、先ほどメップ川の例をお話に

なられましたが、阻害するような部分については草刈りを実施してございます。特に河川断面

の小さい河川、そういったところについてはわずかな草でも洪水の要因になりますので、そう

いった部分では草刈を実施してございます。 

 それから、今後どういうふうなことになるのかという質問でございます。今、申し上げまし

たように、草や、あるいは木の場合はその河川によりますけれども流水を阻害するようなもの

については計画的に除去していきたいというふうに考えておりますし、さらに河床に泥が溜ま

ってきて断面が小さくなってきているというふうなお話もございます。この辺のところもです

ね、毎年のようにどんどん泥が溜まっていくというふうな状況ではございませんが、主に大雨

の都度ですね、少しずつではありますけれども溜まっていっているのは事実でございますので、

この辺のところは状況を見ながら河床掘削等々を実施していきたいというふうに思います。 

○委員長（及川保君） 19 番根本道明委員。 

○委員（根本道明君） ちょっと聞き忘れたのですけれども。例えば道の河川ありますよね。

それは道でメンテナンスをその後もやっていくのか、あるいは町でやっていくのかというふう

なことがまず１点。 

 それとですね、草を刈るだけじゃなくて泥をかき取らなければ抜本的な解決にはならないわ

けなのですよ。そういうふうなことで、この予算で果たしてそういうところまでやっていける

のか。 

 また、もう１点なのですが。行政の人に聞いてみたら、刈った草を網ですくっているのです

よね。それはなぜそんなことまでするのかなと。刈った草は川に流してしまったらいいのにな

と、僕、素人考えて思うのですよ。何か非常にやり方がですね、刈った草を下流の方を網で囲

ってですね、そして、その草を取って。自然から言ったらね、草はどんどん上から流れてきた

り、木の葉が流れてきたり、川なんてそういうふうなものだと思うのですけれども。なぜ、そ

こまでそうやってやらなきゃならないのかなと。僕は素人考えでそうやって思うのですけれど

も。もっと効率的にできないのかなと。 

○委員長（及川保君） 後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） 何点かご質問ございました。まず、道の河川あるいは町の河川と

いうことでございますが、確かに道は２級河川は所管してございます。これは草刈等々も含め

て道がやってございます。白老町が草刈等をやっているのは普通河川と準用河川でございます。 

 それから、泥が溜まっている。それは先ほどの答弁にもありましたように、河床掘削、要す

るに掘ることによって草の根っこも一緒に除去されるという効果もございますので、さっきも
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言いましたように、その状況を見ながら泥と一緒に草の根も取るというふうな河床掘削を進め

て行きたいと思っております。 

 その次に、それは現在の予算の中でできるのかというふうなご質問でございますが、なかな

か、どの度合いにもよりますけれども、機械が入らなくちゃならない場合もありますし、機械

が入れなくて人力による場合もございますので一概には言えませんが、できるだけ予算の範囲

内でやっていきたいというふうに思っております。 

 それから、刈った草を下流で網ですくい上げているというふうなことでございますが。委員

がおっしゃられるのはメップ川のことだろうと思いますけれども、メップの下流は鮭の捕獲場

がございまして、そういった場合はできるだけ下流の方に流さないで、できればすくい上げる

と言いましょうか、そういったことでやっております。基本的には委員がおっしゃられるよう

に刈ったものは木じゃなければですね、草であれば刈ったものはそのまま海に放流されていっ

て問題ないのかなというふうに思いますけれども、下流にいろいろな施設がある場合、それか

ら断面の小さい河川であれば、それがどこかに溜まって最終的に流水の阻害と言いましょうか、

そういったことになるような場合についてはやはりすくい上げると。非効率的な部分はありま

すけれども、そういうふうな措置も講じております。 

○委員長（及川保君） 19 番根本道明委員。 

○委員（根本道明君） 今、課長から非常にるる説明がありまして、だいたい理解したわけで

すけれども。先ほど１答目で話しましたようにですね、河川の維持管理というのは非常に、少

しずつかけていけば大きな災害にならない。大きな災害があった時は莫大なお金がかかるとい

うふうなことでですね、予算と言うのですか、そういうふうなことによく精査してやっていた

だきたいと思うのですが、その辺、助役どのように考えていらっしゃいますか。 

○委員長（及川保君） 煤孫助役。 

○助役（煤孫正美君） 私の方からお答えしたいと思います。ご承知だと思うのですけども、

白老の河川というのは非常に急流河川がたくさんありまして、日高管内の方の河川とは若干違

いまして、降雨がありましたらすぐ海まで出るということでそういう利点はあります。 

 それともう一つは、先ほど土砂が河床に埋積するというのは、やはり藪が相当荒れていると

いうふうに見た方が正解だと思います。やはり、それを根本的に防止するには落差工だとか砂

防ダムだとか、そういうものを作る必要性があるのではないかなというふうに思います。いず

れにしても現状の中ではですね、これから河川というのは非常に溢れますと、洪水になりまし

て非常に町民の方に被害を被りますので、やはりできる限りの予算を確保しまして河川維持に

努めて、治水対策に努めて参りたいというふうに思っております。 

○委員長（及川保君） 14 番大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 94 ページの交通安全施設整備費の中でちょっとお尋ねしたいのですけ

ども。ポロトの踏み切りの北側の交差点の件なのですけれども、末広からポロト側に来ました

ら交差点のところで左に曲がるのと、真っ直ぐに行くのと、右に曲がるというふうになってい

るのですけども、病院側から来たバスなんかがほとんど曲がれないということで、相手の車線

に入らないと曲がれないというようなことであったのです。問題なのは、昨年からそういうこ
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とを訴えている方がいらっしゃったのですけど、そのことについては土木課としては知ってい

らっしゃって対応されていたかどうか。町民との関わりでちょっと聞きたいのです。 

○委員長（及川保君） 後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） 委員おっしゃられますように建設課にその方が来まして、委員お

っしゃられるような状況ですということをお話になって、私たちがそれを聞いております。そ

れで、我々の方としましては、元々ああいう状況にした理由からまずお話をしなくちゃならな

いと思いますけれども。公園通りから踏み切りに向う場合と真っ直ぐに行く場合、あるいはそ

こから左に曲がる場合とあるのですが、いわゆる右折車線、つまり、言ってみれば３車線状態

になっているのですが、真ん中が右折車線なのですね。そこのところは右折を優先する。これ

は国道でも道道でも、その他の町道でもそういった部分ありますけれども。左側の車線につい

ては直進車と左折車というふうな分けになってございます。その辺の説明はその方にはしてお

ります。もう一つは、実はあそこに要因があったのはですね、停止線が交差点の前と言いまし

ょうか、かなり交差点側の方にあったというふうなことで、停止線がもっと後ろにあって車が

止まった状態であれば、踏切から来た車が公園通りに入る時に大きく膨らんだとしても支障に

ならないで公園通りに出られるというふうな状況なのです。今から概ね１ヶ月半から２ヶ月ぐ

らいになりましょうか、前側にありました停止線が消されまして、今は後ろの停止線と言いま

しょうか、横断歩道の手前の停止線１本になってございます。ただ、道路を利用する方がその

停止線でずっと待っていればいいのでしょうけれども、結局、踏み切りに出ましょうというこ

とで少しずつ前進していった時に、おっしゃられるような状況が発生します。なかなか左折で

きない大型バスがいると。こういうことでございます。 

○委員長（及川保君） 14 番大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 交通防災にもその話を聞いたのですよ、実はね。ただ、私が言いたい

のはあそこを３車線にしないで、要するに２車線の状況で分ければ。ポロトの駐車場に入る車

というのは少ないと思います。左に折れる車というのは温泉に行く車、ビジターセンター等々

ですね。多いのは右に行く車が多いのですね。病院から来た車が曲がる時に、今、言われたよ

うに停止線がバックしていればいいのだけど、そうでないと相手の車線に必ず入らなかったら、

今の状況だったら曲がれないのですよ。これは 100％曲がれません、バスの場合は。 

ですから、それを今までどおり真っ直ぐセンターラインをそのまま伸ばしてくれということ

なのですよ。そのことに対する町の方は、それもそういうふうにしてもらえれば助かるから線

を引き直す時に考えてもらえないかと言ったのだけども、それに対する、今、納得いくという

ふうにおっしゃられたけど、本人はどうも全くそういうふうな認識じゃないのですね。その方

はそういうバスを運転をしている。あそこは栄高校のバス、それから、町の福祉バス、それか

ら、普通の一般のバスが病院から曲がるわけですよ。今のままで行くと、停止線がそこで止ま

っていればいいんだけど、私の経験ではほとんどの車が前に出ています。ですから、あれを２

車線にすることによって、要するに直進車そのまま、左に折れるのも右に折れるのも全部その

まま、１車線で対応するということが駄目なのかどうかね。もし、それが可能であれば、右に

折れる車が一番多いということはそういうふうにしても右に折れる車だけが溜まるのですよね。
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真っ直ぐ行く車と左に行く車が少なかったらそうなるのですよね。ですから、そういうような

処置ができないものなのか。そのことを本人は知りたいのだけど、それは納得いくような全く

無いというふうなことなのですよ。ですから、私は本人が納得しないというところがね。それ

は１人の人なのだけど、１人の人の言うことが全部正しいとは思わないのだけど、その人は大

型バスを運転しているのですよ。あれは間違いなく事故になりますよというふうに言っている

わけです。それに対して、なぜ、３車線が２車線にならないのか。事故よりも車の進行が優先

されるのかという疑問なのです。今、詳しい答弁いりませんけども、その本人が納得するよう

にするか、それとも、現状を変えるかということはね、私はやっぱり必要なような気がするの

だけどいかがですか。 

○委員長（及川保君） 後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） 先ほどの答弁の中で若干説明不足がありましたが、ああいうふう

な、いわゆる３車線状態、変則なのですけども、ああいうふうにした経緯はその時には公安委

員会とも十分相談させていただいた結果がああいうふうになっているというわけなのです。今

のようなお話はですね、大渕委員は１人の方というふうなお話でしたが、私どもの方について

は実は複数の方から来ておりまして、公安委員会と再度また相談しながらということになりま

すが、大渕委員の言われるその方には公安委員会ともまだ相談しなくちゃなりませんというふ

うなお話はしたところなのですが、十分説明ができなかったことによってまだ納得されていな

いのかなというふうに思います。 

○委員長（及川保君） 14 番大渕紀夫員。 

○委員（大渕紀夫君） 私が言いたいのはね、やっぱり事故が起こっちゃったら駄目ですよね。

私も実はあそこへ行ってだいぶ見ていたのですよ。やっぱり大型車両は曲がれません。相手の

車線に入らなかったら曲がれないのです。中央車線に入らないとね。それともう一つはですね、

見ているとやっぱり右に曲がる車が圧倒的なのです。真っ直ぐ行く車と左に行く車はあまり無

いのですよね。そうすると２車線にしても、そんなに問題がないのかなって、私は素人目でそ

う見ました。一つは、そういう交通安全上の問題で指摘をしていることに対してやっぱりなる

べく早く答えてあげてほしいということが一つです。もう一つは、そういう町民の方々が何人

が来ているのであれば、やっぱりその人たちが納得する、例えば期限を切って、ここまでは何

とか結論出しますと。３車線でいくには、こういう理由で３車線でなかったら駄目なのだよと

いうことを分かるようにやっぱり、期限を切るなら期限を切ってお知らせをしてあげるという

ような、そういう姿勢がね。ずっとそのままにされているという状況なのだよ。だから、本人

はもう、事故が起こったら誰が責任負うのと。責任負ってもらえるのと。町は責任負うのです

かって、こうなっちゃうのですよ。だから、そういうことが起こらないようなことが必要じゃ

ないかと思うのです。ですから、このことに対してはきつくは言わないけど、やっぱりそうい

うことは期限を切って、本人が納得する形でやるべきじゃないかと思うのですけど。 

○委員長（及川保君） 後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） ご指摘のとおりですね。確かに早く答えると言いましょうか、適

切な、納得していただけるような説明ができれば良かったのですけれども。先ほども言いまし
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たが、まだまだそういう状況を解消するためには公安委員会等々も関係もございまして直ちに

というふうなことはできません。ただ、直ちにできないけれども、そういう方向で今、公安委

員会と相談しますと言った、そういう経過を確かにおっしゃられたとおり、その方に伝えるべ

きだったなというふうに思います。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

次へ進みます。95 ページ２目河川改良費から 99 ページ５項都市計画費２目公共下水道費ま

で。決算書は 135 ページから140 ページでございます。 

質疑のあります方はどうぞ。ございませんか。 

 それでは、次へ進みます。99 ページ３目公園費から104 ページ６項住宅費３目住宅建設費ま

で。決算書は 139 ページから146 ページでございます。 

質疑のあります方はどうぞ。12 番吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 104 ページの町営住宅整備事業の中で。この間、町長の今回の決算の

総括でお話されていましたが、今年度の 12 月か１月にかけて、今の日の出団地、６棟のうちの

最後の棟だと思うのですが、出来上がるということで報告を受けたのですが。例年あそこは１

年おきに出来るのですけども、確か９月か 10 月頃にいつも出来ていたような気がするのですが、

今回、12 月になってきたというのは何か工事の遅れなのか、それも何か理由があるのか、その

辺をお聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（及川保君） 後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） 同様の質問が昨年、議会にも出まして答弁させていただいたとこ

ろなのですが、今回の６号棟につきましては平成17 年度・18 年度の２ヵ年工事でございます。 

15 年・16 年までの５号棟までにつきましては、委員がおっしゃられるように確かに早い時期

に完成し、早い時期に入居していただいた経過がございます。今回の６号棟につきましては、

従前の設計もそうだったように、専門的な言葉で申し訳ございませんがＰＣ造りで当初計画し

ておりました。ところが地元の企業さんが、要するに建材を作る地元の業者さんが倒産してし

まったというふうなこともございまして、通常のＲＣ構造に変える必要がございまして、それ

の設計見直しに時間がかかりまして、結果的には 17 年度の終わりになってからやっと発注でき

たというふうな経過がございます。 

○委員長（及川保君） 吉田委員、今年度のことですか。 

○委員（吉田和子君） でも、17 年度からかかっているわけですから。かかって設計が遅れて、

ですから、今年のこの時期に出来るということですよね。そのことで考え方をちょっと聞きた

かったのです。 

○委員長（及川保君） はい。12 番吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今、話を伺っていて、前にもそういう答弁で、業者の関係で契約が遅

れて、その部分で工事が遅れたということなのですが、それはあくまでも業者の関係ですよね。 

私は、これは高齢者向けの、障害者向けの住宅ですよね。私は入所時期を考えてもらいたい

と思ったのです。１月か２月に入ることになりますよね。冬、本当に高齢者が外へ出ることも

怖いというくらい滑る時期に引越しをしなさいということは、私は。12 軒のことですから。 
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でも、これは私、全てに通じると思うのです。公共事業のこれからのそういう建築物だとか、

いろいろな工事にしても業者の都合というのはあると思うのです。それで契約も遅れたりとか

そういうことがあると思うのですが、契約をする時には出来る時期というのは分かるのではな

いかと思う。私、素人だからちょっと分からないですけど。契約した時にはいつに出来るとい

う工程のものというのはある程度分かっていると思うのですね。そういった時期に、１月に引

越しをすることが適当なのかどうなのかという。やっぱり障害者にやさしい、高齢者にやさし

い、安心・安全のまちづくりの基本的な考え方をきちんとこういうものに活かすべきじゃない

かというふうに思うのですが。その点をちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（及川保君） 後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） 大変申し訳ございませんが、答弁の繰り返しになります。先ほど

も言いましたように設計の見直しに時間を要した結果、冬の引越しというふうなことになって

しまいました。通常であれば、委員おっしゃられるように完成時期をにらんで発注時期を選択

していくというふうなことになります。５号棟までにつきましては、そのようにやってきてお

りました。やむなく６号棟についてはこういう状況になったわけでございます。お年寄りの方、

あるいは必ずしも健常ではない方がいらっしゃいますので、今後におきましてもですね、ご指

摘のようにできるだけ暖かい時期、寒くならない、せめて雪の降る前と言いましょうか、そう

いう時期には引越しができるように努めて参りたいというふうに思います。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。９番吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 102 ページの公営住宅の収納率についてお伺いいたします。 

今年度、92.6％、昨年度と比較して、だいたい同率でございます。公住の入居費用の徴収に

ついてはいろいろとこれからも問題あると思うのでございますが。この徴収率の向上について、

特に最近配慮している向きがあるかどうか。 

 それから、口座の振替率が 54.1％になっておりますが、この振替率の向上対策については、

特に手を打っている動きがあるかどうか。 

 それから、新規入居者に対する口座の振替率の指導についてはどのようにされているか。こ

れについてお伺いしたいと思います。 

○委員長（及川保君） 後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） 住宅使用料の収納率の向上に向かってどのようなことをされてい

るかというふうな質問でございます。まず、現年分と言いましょうか、今年の部分であれば２、

３ヶ月溜まれば、その都度、入居者に対しまして溜まっていますよ、お支払いくださいという

ふうなことで、電話で、あるいは直接文書などを使いましてお知らせして納入の促進に努めて

おります。 

 それから、口座振替の関係でございます。記載のとおり 17 年度末で 54.1％なのですが、現

在はもうちょっと若干上がっておりまして57％近くまで上がっております。 

収納率の向上される一つの方策としまして口座振替がございます。私どもにつきましても口

座振替の推進と言いましょうか、そういった部分につきましては入居者の方々と相談させてい

ただきながら進めておりますし、質問のございました、新規の入居される方につきましては、
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できるだけ口座振替でお願いしますということでやってございます。ただ、それぞれの事情が

ございますので、必ずしもそうならない場合もございます。以上です。 

○委員長（及川保君） ９番吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） わかりました。新規の入居者について、口座振替制度の主旨をよく説

明して、例えば 100％新規入居者については口座振替をお願いするという条件付きの中ではい

かないのでしょうか。 

○委員長（及川保君） 後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） 100％はなかなかですね、先ほど言いましたように、それぞれの事

情がございますのでそういうふうにはならない場合がございますが、できるだけ口座振替をお

願いしてございます。先ほども申し上げましたように、収納率の向上の一つとしましては、そ

れも方策だと思っていますのでそのように努めております。 

○委員長（及川保君） ９番吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 具体的にはお客さんに対して、通常のやり方は別にいたしまして、こ

の収納率向上のために口座振替をお願いするという向きのやり方、お客さんとの接触の仕方に

ついては具体的にどのような方法を取っているのでございましょうか。 

○委員長（及川保君） 後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） 新規に申し込まれまして、順番と言いましょうか、入居できるよ

うになった時には口座振替がどういうものであるか、改めてその方にいちいち説明しなくても

十分わかっていただけるものとは思いますけれども、住宅使用料、いわゆる家賃はこういうふ

うに口座振替しますとわざわざどこにも出向くことなく銀行から引き落としになりますという

ふうなことでですね、そういう利便性も訴えながら。それから、収納率向上と言いましょうか、

あまりその辺を強く申し上げますと気分を害される部分がございますので、それとなしと言い

ましょうか、収納率向上の部分もございますよといったような意味合いのことも伝えながら協

力していただいているところでございます。 

○委員長（及川保君） ６番土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 萩の里自然公園の整備事業についてちょっとお伺いしたいと思いま

す。 

○委員長（及川保君） ページ数何ページですか。 

○委員（土屋かづよ君） 100 ページです。当初の予算から比べると大幅に 460 万円ほどが整

備事業にかかっているわけなのですけども、これは新たな他の事業をなされたのか。それをち

ょっとお聞きしたいと思います。 

○委員長（及川保君） 後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） 萩の里自然公園の２期分の事業は以前から申し上げていますよう

に 19 年度で一応の終わりを迎えようとしております。できるだけ早くと言いましょうか、事業

の進捗というふうな意味合いで増額してやってございます。平成17 年、18 年度、19 年度と17

年度以降３ヵ年ございますが、17 年度におきましては記載のとおりですね、法面の崩壊地がご

ざいますので法面の整備をやっておりますが、できるだけ早く法面の整備を終わらせたいとい
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うことがございまして事業の増工をしております。 

○委員長（及川保君） ６番土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 萩の里自然公園の単純なことをお聞きしますけれども、駐車場あり

ますね、一番広い、センターハウスに上がるところの。あそこの駐車場が土曜日か日曜日、大

型自動車の駐車場として使われていることをご存知ですか。 

○委員長（及川保君） 後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） 存じております。もう少し付け加えるならば、お昼休みも使われ

ております。弁当を食べて、そこからまた出て行くようでございます。 

○委員長（及川保君） ６番土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 別にお弁当食べて悪いというわけじゃないのですけども、昼間あそ

こに寄られて食事をすることは別に構わないのですけども、ダンプがですね、要するに夕方か

ら、日曜日ずっとそこに置かれている状態。それも同じ会社の車ですね。４台か５台並んでい

るわけなのです。そういうことに関して、あそこは公共の場であって、誰でもが駐車場代わり

に使ってもいいというわけじゃないと思うですね。日曜日なんかも結構、若い人とか子どもさ

んを連れた親子連れが来ていますし、やはりそういうところを駐車場として使われるのはいか

がかなと思うことが１点と。 

 私も一応主婦なものですからいつも思うことなのですけど、センターハウスに上がっていく

街灯がずっと夜通し点けられているのですけれども、あれは時間を制限して、これからの季節

は早く暗くなりますしね、駐車場に点いている分ではいいのですけどもあそこまで点けている

のはいかがかなと思うのですけれども。ちょっとご意見をお聞きしたいと思います。 

○委員長（及川保君） 後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） 駐車場の利用のことでございますが、公園の利用者だけ使ってい

ただければ、それはそれに越したことはないと思いますけれども。また、ああいうふうな広さ

ももってございますので、町民の方がいかなる理由があったとしてもそこを使っちゃいけない

というふうなことにはなかなか言えないのかなというふうに思います。これは、これからの検

討課題になろうかなと思いますけれども、例えば、今おっしゃられるように公園の利用者にと

どめるように大型車につきましては、いや、大型車と言うのは、大型バスはいいんでしょうけ

れどもダンプと言いましょうか、そういう公園と直接関係のないような大型車につきましては

遠慮願いたいといったような看板等につきましても考えられるかなというふうに思います。 

 それから、センターハウスまでの道路の照明灯でございます。これは自動点滅機によりまし

て、夕方は一定の暗さになると点きます。それから、夜は10 時になったら自動的に切れるよう

にタイマーセットしてございます。 

○委員長（及川保君） 13 番斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 102 ページ。先ほど同僚議員が質問した。１点だけ、さらに聞いてお

きたいと思って。使用料の収納率の部分で過年度収入がございますよね。そうすると、納めら

れていない人、その世帯数だとか、それから、この６％というとどれだけの件数になるのか、

世帯数でちょっと教えていただきたいということと。 
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 それから、６％ですから相当未納のままになってしまう部分がかなりあるような気がするの

ですけども、払えなくて居なくなってしまうとかそういうような事態というのが起こっていな

いどうなのか。その辺どう押えているのかということを一つ聞きたいのです。 

 それから、隣の 103 ページ。町営住宅の環境整備の部分についてちょっと伺いたいのですが。

だいぶ前になりますけども、川沿の美園団地の柵の問題、放置されている古い柵の問題、あれ

は危険だし整備してほしいという話を以前にしたことがあって、それで何とかそれは手がつけ

られそうだというような話まで聞いたのだけども、その後、お金が無かったのか、やっぱりそ

のままになって放置されているわけなのです。ご存知だと思いますけども、青い四角い杭で横

に丸い柵がしてあって、それが全部腐ってしまって縦の杭だけが残っているのが随所にあるわ

けですね。ある所では抜けてしまっていたり、それから折れ曲がっていたりするような場所も

ある。景観上も安全上も問題がありそうなので、あれは整備してもらえないかどうかというこ

とでもう一回伺っておきたいのですが。今、現状はどうなっているのか伺いたいと思います。 

○委員長（及川保君） 後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） まず、収納率の関係でのご質問でございます。過年度の６％の件

数ということでございますが、今、私、手元にその資料はございません。のちほど答弁させて

いただきたいと思います。 

 どういうふうな理由があって滞納になっているかというふうなことでございますが、基本的

には、いろいろなケースがございますけれども、一番多いのは退去後に居所が不明になってし

まったというふうなのがございます。それから、これも非常に多いのですけれども、入居され

たままでかなり生活に困窮されておりまして、なかなか住宅の使用料まで、要するに家賃の納

入まで出来ない状況の方もいます。主に大きなところではそういうところでございますし、該

当する方が亡くなられたというふうなこともございます。今のようなのが大きいところでござ

います。 

 それから、壊れた柵のお話でございます。昨年もこのお話が出ておりまして、一部撤去した

ところもございます。残念ながらまだ残っているところもございます。特に美園団地につきま

しては、住居案内板と言いましょうか、そういった部分でも破損していた部分がございました

ので、そちらの方については撤去してございます。まだ一部残ってございますが、これは計画

的に撤去していくと。ただ、実際に今、入居されている方で庭作りか何かそういったことで、

あるいは、一部の方ですけれども、物干し竿が倒れないようにということでそれを利用して竿

を立てられているそんなこともございますし、使われていなければできるだけ撤去していくと

いうふうなことで考えて行きたいと思います。ただ、どうしても必要な箇所というのは見受け

られますので、そういった部分につきましては補修するなどしてやって行きたいとこういうふ

うに思っております。 

○委員長（及川保君） 13 番斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 納入率について、後で数字を教えてください。ただ、そういう様々な

状況で払えないと、その内容というのは多種に渡るんじゃないかと思いますのでそういうこと

も押えておく必要があるのではないのかなというふうな気がして、今、聞いておりました。 
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 それから、川沿の柵なのですけれども、見ていますと、それを便利に使っている方々もおら

れることは確かですよね。ですから、一斉に撤去してしまうからと言わなくても、十分活用し

ている人もいるのかなというふうに思いますのでね、それはそれでいいかなと思うのです。た

だ、私、前に聞いた時に、あれ簡単にスポンスポンと抜けるのかなというふうに思っていたら、

かなり大きな基礎が打ち込まれていて撤去するのにも相当の金がかかるということがわかった

のでね。あれを全部撤去するのには大変なことだということがよくわかるわけで。先ほど、答

弁にあったように計画的にやっていただきたいなというふうに思うのですが。一つは、基礎が

あれだけ大きいわけですからギリギリのところでカットするという、切断してしまうという、

抜いてしまうのではなくて、そういう方法でやると意外と簡単にできるのかなという気もする

のですけども、そういう方法というのはとれないものなのかどうなのかね。 

 それから、もう一つは、例えば目立つところ、公園なんかの、道見さんのところから入って

行った広場がございますよね。あそこなんかはもう今は、昔、街区公園になっていた所が今は

駐車場になっているわけですけども。もうバラバラになって、そこ隙間から車が出入りしてい

ますよね。あれはちょっとやっぱり、ああなると格好悪いので、ああいうところというのはや

っぱり少なくてもそこに住んでいる人たちのためにも柵を取り替えてあげるとか補修するとか

改修するとか、そういうようなことを先に考えていただければなというふうに思いますが、そ

の辺の計画はないかどうかお伺いしたいと思います。 

○委員長（及川保君） 後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） 川沿のフェンスにつきましては、確かにブロックが付いておりま

す。おっしゃられるように、そのまま引っこ抜こうとすると大変な労力ですし、労力がかかる

ということは費用もかかります。それで私たちの方ではガスで切断をしているところでござい

ます。先ほども申し上げましたけれども、使用されているところは別にしまして、使用されて

いないところにつきましては、しかも使用に耐えられないものであれば計画的に切断、撤去し

ていく考え方でおります。おっしゃられるとおり景観と言いましょうか、環境と言いましょう

か、そういった部分からしますと必ずしも良好な状況になってございませんのでそのようにや

っていきたいと思っております。 

○委員長（及川保君）  暫時、休憩いたします。 

休   憩      午後 ０時０２分 

                                         

再   開      午後 ０時５９分 

○委員長（及川保君） それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。先ほどの答弁保留が

ありましたので、その件だけ先に行います。後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） 先ほど、斎藤委員からの質問で答弁を保留させていただいた部分

がございましたので報告いたします。 

過年度の件数というふうなことでございます。古い順から申し上げますと、過去５年間で平

成 13 年が 69 件、平成 14 年で 79 件、平成 15 年 74 件、平成 16 年が 73 件、平成 17 年が 114

件でございます。以上です。 
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○委員長（及川保君） それでは、先ほどの続きでございますけども、他ございませんか。ご

ざいませんね。 

 それでは、次に移ります。９款消防費に入ります。105 ページから 108 ページまでの消防費

全般について。決算書は145 ページから 150 ページです。 

質疑のあります方はどうぞ。ございませんか。 

 それでは、次に進みます。10 款教育費に入ります。109 ページから112 ページまでの１項教

育総務費全般について。決算書は 140 ページから152 ページでございます。 

質疑のあります方はどうぞ。ございませんか。 

 次へ進みます。同じく112 ページから116 ページまでの２項小学校費全般について。決算書

は 151 ページから156 ページでございます。 

質疑のあります方はどうぞ。１３番斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 115 ページ。学校図書館について、１点伺いたいと思うのですが。昨

年でしたか、各学校で購入した図書をワゴン車か何かへ入れ、何て言うのですかね、各学校を

巡回された。それがとても評判が良かったと、好評だったという話も聞いているわけですけど

も。実際にやってみて、今はその図書が戻ってきているのだろうと思うのですけども。各学校

に戻ったのだろうとは思いますけども。その成果をどんなふうに押えられているか、お伺いし

たいのですが。 

○委員長（及川保君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） お答えいたします。巡回用の図書、臨時事業で平成15 年、平

成 16 年、17 年、３ヵ年計画で行った事業でございます。これにつきましては、２ヶ月ぐらい

を目途に各学校を巡回して歩くシステムでございます。現在も小学校については巡回をしてい

る状況でございます。６校ありますので１年ぐらいかかると、こういう形になります。中学校

については４校ですから、８ヶ月かかるという形で現在も確か回っているはずです。この巡回

図書の効果としては、新しい図書を子どもたちが目に付いた興味ある本を読むことができると

こういう効果がありますし、また、図書に対する関心が高まってきているとこういった効果も

ございます。また、さらに学校図書の標準整備率の関係がありまして、この学校図書の本の冊

数が増えている、蔵書が増えているとこういった効果もあります。以上でございます。 

○委員長（及川保君） 13 番斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 今、15 年から 17 年までの３ヵ年計画の中でそれがやられたというこ

とですが、その後、３ヵ年過ぎちゃったわけですけども、新しい計画というのは同じように行

われるのかどうなのかということと、それから、購入冊数が書いてあるのですが、その購入冊

数から言うと巡回させる割合というのを。絵本が主になるのかどうかちょっと分かりませんけ

ども、それぞれの学校が購入したものの中から巡回させるというような形を。だとすれば、ど

のぐらいの割合で回るのかどうなのか。その辺り伺いたいと思うのですが。 

○委員長（及川保君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） まず、新しい計画があるかということでございますが、とり

あえず平成17 年で区切りをつけております。 
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 それから、購入冊数ですが、これについては各学校において選定をしておりますが、昨年か

ら学校図書館司書を配置しておりましてですね、選書につきましては学校図書館司書が学校の

方へ赴きましてだぶらないようにとか、こういった傾向の本は不足気味だからこっちを少し多

めに買った方がいいとかですね、そういうアドバイスをしながら図書を購入していることにな

っております。絵本とか学習用ではなくて子どもたちが読書活動するために必要な本を購入し

ております。 

 それから、もう一つご質問あったと思ったのですが。 

○委員（斎藤征信君） 購入した本の中の割合で言うと、どのぐらいの本が回るのかと聞いた

のだけど。 

○学校教育課長（目時廣行君） 全てですね。180 冊を購入しましたら、その一定期間全て回

るとそういうふうに考えております。 

○委員長（及川保君） 13 番斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） ということになると矛盾が出てくるんじゃないかなと思うのですけど

も。学校図書費というのもそんなに多いわけじゃありません。数にすると、そんなにたくさん

の冊数を買えるわけじゃないから、その学校で必要な本という、辞典類だとか参考書類だとか

そういうものを買うはずですよね。それに読み物、あとは絵本があるわけで。読み物や絵本を

回しているというなら分かるのですよね。だけど、そういう全てのものが回るということにな

ると、自分の学校で必要だから買った本がよそへ回ってしまうということにならないのかどう

なのかということ。 

 それから、効果があるのであれば、前にもこの話をした時に町の図書館の購入の割合から言

って、もう学校図書はこれが精一杯だという中で少しでも有効活用しようということで巡回さ

れたのだと思うのだけども。だとすれば、これから先々もこういう計画というのが必要じゃな

いのかどうなのかということを、それをどう考えているのか、その辺りもお聞かせください。 

○委員長（及川保君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） まず、巡回用図書については子供たちが読書活動するための

本と、こういうような考え方で、これ以外に経常経費で学習用の図書購入費を見ておりますの

で、調べ学習用に使う図書等については経常経費で購入しております。それ以外に臨時事業と

して巡回用図書で子ども達が選らんで読む本とこういうような形で別枠で予算を計上している

と。これが平成１５年から１７年の事業としてやっております。 

 それから、この効果があるのであれば、新しくまた計画を建てた方がいいのではないかと、

こういうようなことでございます。一応、３年区切りということでもう少し時期を見てですね、

金額は今までのようなわけには行かないと思うのですが、またこれは財政とも相談をしなきゃ

いけない部分で、またお願いはしたいなというふうに考えています。 

 それから、その他にですね、図書館の蔵書のベータベースを各学校で見られるようになって

おりまして、それをリクエストして、子ども達が好きな本を選ぶことができるように今やって

おりますので、そのリクエストした図書を配達するシステム、今ちょっとまだ本格的ではない

ですが試行的な形で動いております。やがて、それがしっかりすれば全校に活用できるように
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なるようになっております。以上です。 

○委員（斎藤征信君） １点だけ。今の分からなかったので、そこだけちょっと聞かせていた

だけませんか。 

○委員長（及川保君） わかりました。13 番斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 予算が別に経常経費の中で見られているとなれば、どこに書いてある

のですか、それは。私は必要な図書費というのは、ここに書かれているところに全部入ってい

るのかと思っていたのですけども違うのですか。 

○委員長（及川保君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） 小学校で言いますと114 ページの２目（１）小学校教育振興

一般経費。この中に備品購入費というのがあります。この中に振興備品と図書購入費がありま

す。 

振興備品については 135 万 9,341 円。図書購入費につきましては 106 万 8,513 円購入してお

ります。以上でございます。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。12 番吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 小さなことなのですが、115 ページの幼保小連携教育調査研究事業と

いうのがあるのですが、これはどういった目的で、どういった効果を狙ってやったことなのか。

また、その効果をどう活かしていくのか、お聞かせください。 

○委員長（及川保君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） 幼保小連携調査研究の関係でございますが、現在、社台小学

校、それから、まきば保育園、さくら幼稚園、この３つの幼保小連携という形で今、調査研究

を進めております。 

 目的は保育所、幼稚園の子ども達が小学校に上がった時に非常になじめないという、そうい

った子どもたちを出来るだけ小学校へ行ってもスムーズに授業が受けられるように、こういっ

た目的があります。 

 それで、今、活動と言うか、調査の内容としてですね、小学校の先生は幼稚園とか保育所へ

行って授業参観をして子供たちの様子を見るとか、幼稚園あるいは保育園の先生は小学校１年

生のところへ行って、今まで育てた子ども達がどのような様子で授業を受けているのか。こう

いった交流をしながら、お互いに情報交換をしながら、スムーズに子ども達が発達するという

ようなことを狙っております。 

 効果としてはまだはっきり見えている部分はありませんが、これがもう少し研究が進むと保

育園、幼稚園のカリキュラムと小学校の１年、２年生の低学年のカリキュラムのすり合わせを

しながら、無理なく子ども達が小学校で暮らせるようになるとこういうふうな効果を狙ってお

ります。以上です。 

○委員長（及川保君） 12 番吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今、目的を伺っていると幼保一元化の目的の一つも含まれているのか

なと思うのですが。今後、このことがすごく効果があるとかそういった時に、私、前に質問い

たしました幼小一元化にも繋がってくるものにはならないのかなと思いながら、今、これを聞
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いていたのですが。その辺はそういう発展的なものというのはどうなのでしょう。 

○委員長（及川保君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） 目的はあくまでも小一プロブレムという問題があってですね、

小学校１年生に入った時に子供たちが授業中、走り回ったり動き回ったりして授業が成り立た

ないという問題が、白老ではそういった目立ったことはないのですが、こういったことがやっ

ぱり背景にあるわけですね。こういったことを少なくと言うか、無くするために。これは子ど

も一人ひとりのためにスムーズに小学校生活が出来るようにとこういう考え方ですから、幼保

一元と一緒に出来るかどうかというのは、ちょっと私自身も勉強不足のため、ちょっとお答え

できないところです。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。ございませんね。 

次へ移ります。それでは、116 ページから 120 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155 ページ 158 ページでございます。 

質疑のあります方はどうぞ。11 番氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） ページ数119 ページ。教育振興費の中の（７）。基礎学力の定着度調査

事業が行われておりますけども、その結果をどう捉えていらっしゃるのか。また、これが 18

年度の中でどのような方向性で取り組まれているのか、その辺についてちょっとお伺いしたい

と思います。 

 それともう 1 点。（８）の起業家教育の実践研究事業。これもずっと取り組まれてきている部

分だと思うのですけども。18 年度におきましては、確かトレーディングゲームでしたか、僕の

記憶違いであればあれですけども。確か、いろいろな取り組みを行っていると思うのです。１

７年度を通してずっとやってきた中で今回、このトレーディングゲームに着手した目的と、ま

た今後の方向性、考え方についてちょっとお伺いしたいと思うのですけども。 

○委員長（及川保君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） まず、基礎学力の結果をどう捉えているのかということと、

それをどのように取り組んでいるのかということですが、まず、お答えをいたします。まず、

この基礎基本がどの程度到達しているか。これは中学校１年生、２年生を対象に学力調査をし

ております。結果はですね、どのように捉えているかということですが、これは白老中学校で

学力向上フロンティアをやっておりましてですね、それで、平成15 年から学力調査をするよう

になったわけです。非常に年度によってですね、１年生、２年生の基礎学力の到達度は、その

子どもたちによって学力の差が若干出ております。傾向としては少しずつではありますが、学

力は向上しているということで。ただ、学校によって学力の差が若干目立っているかなとそう

いうふうに捉えております。 

 こういった調査の結果をどのように活用していくかということになりますが、やはり基礎部

分で落ちていると言うか、学力が落ちている部分についてはやはり担任、あるいは教科担任が

それをお互いに協議しながら分析して指導の強化にあたっていくと、これが基本になるという

ふうに思います。 

 それから、起業家教育の関係ですが、道の指定では白老小学校と虎杖中学校、それから、苫
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小牧工業高等学校。これのまず目的という形ですが、まず、子どもたちにいろいろな体験の中

でですね、物を作る体験、あるいは、その作ったものを販売する体験、この中で子ども達の創

造性だとかチャレンジ精神を育てていきたいとこういうような思いで指定を受けております。

その中でさらにトレーディングゲームがたまたま国の方の指定があったものですから、予算的

に計上されていませんが、これも昨年度２月ですけれども、一部の学校ですね、白老小学校・

緑丘小学校・竹浦小学校・白老中学校、この学校において初めてトレーディングゲームをして

おります。これも交流しながらゲームを進めて行ってですね、お互い人間同士のコミュニケー

ション能力だとか、それからまた創造性なんか、こういったことで物の売り買いばかりでなく

て、いかにして人と人が協調しながらゲームを成し遂げていくか。こういったことを自然に子

ども達が身に付けながらですね、その体験を基にして、それぞれの数学にしても算数にしても

理科にしても国語にしてもですね、そういった教科に対して関心を持っていただく、関心を強

くしていただくとこういった効果があるというふうに考えております。 

○委員長（及川保君） 11 番氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 基礎学力の定着度調査事業に関してはですね、たぶん、これは中学校

の１、２年生を対象に行っている事業だと私も認識しておりますけども、学力の差にやっぱり、

到達度に差が出てくるというのが１、２年生の中で出てくることがやっぱり一番問題だと僕は

思うのですよね。１、２年生の中でのしっかりとした基礎学力が定着しないとですね、いろい

ろな学校でも問題点として挙がっているかもしれませんけども、子供たちの不登校に繋がって

みたりですね、そういったことが若干私は見てとれるような気がします。この辺ですね、たぶ

ん教員一人ひとりの意識改革が一番大切なのかもしれませんけども、でも、一生懸命やってい

ることはやっていると思うのです。ただ、その中でやっぱりどうしてもついていけない子、ど

うしてもそこで基礎学力についての問題と言ったらちょっとおかしいのかもしれませんけども、

そこでやっぱり問題視する部分だとかが見てとれるところがあるのではないかなとそう私は考

えているのですよね。やっぱり、こういった調査をした結果を持ってですね、新たに進めて行

く対策みたいなものを考えて行かなければいけないのではないかなって思っている１人なので

すけども。その辺について、もう一度お伺いしたいと思います。 

 それとですね、このトレーディングゲーム。今はたぶんプロの方がいらっしゃってですね、

そして、学校の教職員を抜きに行っている。直接、プロの方と子どもたちという形の中でやっ

ている。というのも、私も実際に現場を見ていますから、ちょっと質問したいと思うのですけ

ども。これをやっぱり継続していくべきだなと私は思うのですね。すごくいい勉強にもなると

思いますし、一人ひとりの個性が磨かれる、そういった授業だと私は思っております。起業家

という形だけではなくて心の教育にも繋がってくる部分なのかなと思ったりもしていますので

ね。これが逆に地域の方々に参加をしてもらいながら取り組んでいければ、また世代間交流に

も繋がっていく。また、大きな事業に展開して行けるようなですね、そんな気がしてならない

のです。ただ、全道的に見ますとね、これを取り入れた学校が段々少なくなってきているとい

う、そういう実態もあると思うのですけどもね。そういった実態を耳にします。今後のやっぱ

り取り組み方についても、もし、考え方があればお伺いしたいと思いますけども。 
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○委員長（及川保君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） まず、基礎学力の関係ですが、子供たちの学力の関係ですが、

これに対して新しい取り組みということですが。すでに、新しい取り組みということではない

のですが、少人数の習熟度別をやったり、あるいはチーム・ティーチングをやったりだとかこ

ういった形で進めております。それから、もう一つはこういった学力調査を基にして、どうい

った指導の仕方がいいのか、これは一人ひとりの先生方がやっぱり教科の指導方法を研修しな

がら進めていかなければならないことなのかなというふうに思います。新たなそういう施策よ

りは先生方の指導力を高めていただくと。こういった学力テストに基づいてですね、どういっ

た指導がいいのか、それを考えていただくことが一番大事じゃないかなというふうに考えてお

ります。 

 それから、トレーディングゲームについては平成18 年度も継続して、これは補助をいただく

というか、開催できることになっておりますが、将来的には地域のお父さん、お母さん、ある

いは関係する人方に指導者になっていただいて、その方が中心になってトレーディングゲーム

を展開していければなというふうに考えております。そのためにどういったことが必要なのか、

今、検討している最中でございます。 

○委員長（及川保君） 他。18 番加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 中学校のここで聞いた方がいいのかなと思うのですが。直接、予算と

は関係ないのですが。中学生の非行の問題なのですが、17 年度でどういうデータの非行があっ

たかどうか。どの程度、教育委員会としては認識しておられるか伺いたいのですが。非常に最

近テレビ等でも新聞でもそうですが、殺伐とした事件が中学生あたりで出ておるのですが。白

老ではそういうのがあまり新聞沙汰にはなっていない。しかし、潜在的には私はあると思うの

ですよ。あると思うのですが、表面的に出てこないだけじゃないのかなというふうに考えるの

ですが、その辺り、学校、または教育委員会としてはどの程度の認識を現在しておられるのか。

データを含めてお示しいただければと思います。 

○委員長（及川保君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） まず、中学校の非行の問題ということで、中学生がどういっ

た非行の問題があるのかと。具体的な報告は最近はございません。どこそこの中学生がこうい

った問題を起こしたという報告はございません。また、そういう認識と言うか、記憶がないと

いうことです。ただ、非行の問題、あるいはいじめの問題、その他いろいろな問題があると思

うのですが、いつ何が起きるか、これはわからないと。そのために各学校においては、いつ何

が起きるかわからない、いじめは、今はないけれども潜在的にあり得るとかですね、これは本

当に子どもたちには大変失礼な部分になるかもしれませんけれども、非行も見えない部分であ

るかもしれないと、こういう危機管理はきちんとしておかなければ、いわゆるアンテナをきち

んと立てておかないとですね、本当に日頃、今、落ちついている中で安心はしていられないと

そんなような危機管理をきちんと学校にはするように話はしています。それ以外にも校内で事

故が起きたりそういったこともありますので、総合的に危機管理をきちんとすると。そして、

子どもたち一人ひとりが変わっていく様子というのはあるのですね。非行にしても、いじめに
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しても何らかの信号が出ている部分がありますので、こういったことを一人ひとりの子どもた

ちの様子をきちんと見ていくと。それともう一つ大事なのは、学校の組織ですね。組織的に全

体で子どもたちを見ていくという、こういったことも校長会とか教頭会でそういう話を、教育

長初めそういった話をさせていただいているところです。以上です。 

○委員長（及川保君） 18 番加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 危機管理のアンテナは上げているというけれども、具体的な報告はな

い。学校長はその学校の責任者であるから、なるべく自分の学校からそういう非行とか皆さん

に迷惑をかけるようなことは出したがらないという傾向は私はあると思うのですよ。ただ、よ

く事件が発生した場合に校長さんなり教頭さんなりがコメントするのは、異口同音に十分に認

識していなかったとか、こういうことをやっているとは全然我々は関知していなかったとかね、

そういうようなコメントが非常に多いのですね。だから、普段からそういうことをやっぱり管

理と言いますかね、そういうものをきちんとした体制を作るべきじゃないかなと思います。た

だ、私は学校が全てだと思っていません。70％か 80％は、私は家庭だと思っていますよ。家庭

だとは思っているのだけれども、学校にいる時間の方が多いものですから。しつけとか何かは

家庭でやるべきなので学校の先生方に責任をどうのこうのということにはならないにしてもで

すね、やはり多くの方々と接する場所というのは学校なわけですね。そういうところにいじめ

とか不登校だとか非行がいろいろ出ているのも事実なのです。だから、無いということは私は

絶対ないと思うのですけれどもね。その辺りをもう少し管理方法が本当に徹底して、各担任の

先生を含めて教頭、校長さんあたりが、その辺りのことを認識しているのかどうかね、そうい

うシステムづくりと言いますか、そういう管理体制が本当にきちんと出ているのか。何かちょ

っと不審なことがあったらすぐ相談するとか何か、生徒さんの気持ちを、子供たちの気持ちを

大きな心で受け入れるようなそういう先生方と生徒との関係になっているのかどうか。私は現

在の学校の中身というのは十分承知していないものだから分からないのですが、全国的にそう

いう傾向にあると。したがって、白老だけは全然そういうことにはならないよなんていうこと

には絶対ならないと思うのですけれど。もう一度、その辺りについて伺いたいと思います。 

○委員長（及川保君） 山崎教育長。 

○教育長（山崎宏一君） 今、加藤委員の方から全国的な傾向も含めて白老は無いということ

じゃなくてというお話ですけども。確かに非行含めてですね、大なり小なりそれは絶対無いと

いうことにはならないと思います。もちろん学校現場の校長先生、教頭含めてですね、その辺

については日頃からの校長会、教頭会含めてですね、その辺の危機管理と申しましょうか、そ

ういうものを先生方が子どもたちに気を配って、また父兄の方もおりますからね、そういうこ

とでもし、あった場合にですね、慎重に対応していただきたいという話は常々してございます。

そういう中で子どもたちですし、人数も多いわけですから、さっき言ったように大なり小なり

潜在的にと言いましょうかね、それは絶対無いということはないと思いますけども。ただ、教

育委員会が定期的にと申しましょうか、その都度、学校の方からこういうようなものがあれば

教育委員会の方に報告という形で実はシステム的にはしてございます。そういう中で、たまた

まと言ったら言葉悪いのですけども、大きな非行、またはいじめ等も含めましてですね、至っ
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ていない。幸いの部分かなというふうに思っておりますけども。ただ、新聞で見ますと近隣の

市町村なんかも学校でのいじめ、または校舎等々の物品の破損等、または盗難だとかいろいろ

報道されております。ですから、そういうことは絶対無いとは言えませんけども。ただ、あっ

た場合の先生方の子どもと親に対する、その辺の対応をしっかりしていただきたいということ

はこれからも含めて指導を徹底していきたいというふうに考えております。そんなことで、加

藤委員おっしゃるように学校は出したがらないという、いろいろな事件があった時もそういう

ことは無かったという報道はですね、私方が気をつけて見ていてもですね、そういう報道に対

する答弁をしているのですけども。学校としては校長は基本的には学校の責任者でありますけ

ども、実質子どもたちに携わっているのは各担任でございます。したがって、校長にも教頭を

含めてそういうことがあった場合の対応、これが一番大事でございますのでね、その辺を十分

先生方にも指導していただきたいということで、何かそういう事態があった場合の対応につい

ては口を酸っぱくして教育委員会としても校長、教頭についてお話をさせていただいていると

いうことでございます。今後もこのことにつきましては、絶対ありえないということにはなり

ませんので、その辺は十分教育委員会としても各学校の管理者に指導徹底をしていきたいとい

うふうに考えております。 

○委員長（及川保君） 18 番加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 議論されている福祉３連携という言葉があるように、教育の場でも学

校と地域と、それから家庭と、３連携を密にとって十分やっていっていただきたいと。決意の

ほどは今、教育長から伺ったのですが。たまたま、青少年健全育成委員会ですか、ああいうの

が最近、社台から虎杖浜まで全部出来ましてね、各地域も巻き込んで冬休み中とか夏休み中と

かお祭の日とか、そういうような時には各地域の父兄の方々とも連携してやっているやに聞い

ておりますが。子どもたちはそういう間隙をぬってやるようなのでね。しかも、犯罪が起きて

しまってからああだこうだ言っても始まらないのですね。そして、前途のある子どもたちです

から、ちょっとしたことで先が真っ暗になるような方向に行かないような、何とか事前に防い

で順調に成長してほしいという気持ちからですね、何とか地域と家庭と学校と十分な連携をと

るような何か、私としても今これといってアイディアあるわけじゃないのですが。ないのです

けれども、そういう面の絆をきつくして、１人でもそういう子どもを白老から、他は出てもい

いという意味じゃないけれども、我々のところからは出したくないと。将来ある子ども達がち

ょっとしたことでおかしな道に入っちゃうということになるとですね、やはり我々の大きな責

任じゃないかと思うのですけれども。具体的にこうすれ、ああすれという方法はないかもしれ

ませんが、より学校と家庭と綿密な連絡をとって、そういうことの起きないような状況を醸し

出していくというようなことを考えて強力にいただきたいと思うのですが。しつこいようです

けれども、もう一度伺いたいと思います。 

○委員長（及川保君） 山崎教育長。 

○教育長（山崎宏一君） 学校、家庭、地域の連携というのはですね、加藤委員おっしゃると

おり、この連携がやはり一番重要だというふうに認識してございます。そういう中で近年はと

言いましょうかね、先ほどから言っているように、子どものしつけというのは基本的に私は家
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庭がすべきだというふうに基本的には思っております。しかし、言われて久しいのですけども、

最近の家庭教育力の低下という部分が現実的にございます。そういう中で、その分もやはり学

校が担わなきゃならない部分というのが出てきております。 

それと、今、子ども課でやっております家庭教育ですね、これらもやはり連携してやらなけ

れば学校だけではなかなか目が届かない部分があります。そんなことで、今、子ども課と、そ

れと学校もそうですけども、学校にも今、子どもたちをこれからどう教育するかというのは、

学校は学校としての教育の仕方、家庭は家庭とあるのですけども。今、言ったような状況が現

実でございますので、なかなか学校だけでは出来ないということで、いろいろな学校からの発

信、子供たちの日常の学校での生活そういうことも学級通信を通して各家庭へ、そして、また

地域にも学校のそういうようなことを町内会回覧していただいております。そんなことで家庭、

地域も一緒になって子どもたちを育てようと。これをですね、今まさに必要な部分でございま

すので、このことは私も必要だと思いますし、これからも続けて行きたいと思います。 

それともう一つは、子どもの非行をですね、先ほどらいから言っておりますけども、やはり

これは今、加藤委員おっしゃったように、これもやっぱり含めて学校、家庭、地域との連携を

持って子供たちを見守って行かなきゃならないという状況にございます。そういう中で今、考

えているのは大きく言いますとね、防犯協会というのがございます。これは青少年の健全育成

と非行防止、それと町全般的な防犯という部分もございますけども。それと、町民の会という

のがあります。そういう中で今年から各地区にあります育成会、これを包括する組織というも

のを実は今回作らせていただきました。それと、教育行政の方でやっております青少年センタ

ー。これも青少年の育成、健全、非行化防止ということで各委員さん方に、各地域ごとに組織

を作っていただいてやっております。ですから、私は今回たまたま全国的に栃木、広島で下校

の子ども達が凶悪な犯罪に巻き込まれたという時にですね、今回も青少年センターを中心に防

犯協会、そして、町民の会育成会、ここと連携を図って全町的に、もちろんその他のたくさん

組織もございますけども、そういうところにまず情報を提供して、白老の場合の今後の子ども

達を見守るという方針を伝達させていただいて、共通認識をしていただいて連携を図ってきた

というふうに捉えておりますので。ですから、子どもを中心になった場合にですね、やはり教

育委員会の青少年センター、そして、町民の会を中心にですね、これはやっぱり白老町として

子ども全体を守ると、地域で守るということも含めてこれからもそういうことに力を注いで行

きたいというふうに考えております。 

○委員長（及川保君） ７番西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 119 ページの先ほど同僚議員も質問しました、基礎学力定着度調査事

業についてお伺いいたします。先ほどの説明でもだいぶ分かったのですけれども。私はこの事

業をされてですね、実際に子ども達の基礎学力が向上されたのかどうなのか。そういう検証と

いうものはきちんとされて、ちゃんと効果が上がっていたのかどうかということをまずお聞き

したいと思います。 

○委員長（及川保君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） 基礎学力の関係で、子ども達が学力が向上されたのか、効果
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があったのかということですが。これが非常に難しいことだなというのは、今まで３年間やっ

て感じることなのですが。まず、１年生で受けた子が今度２年生で受けているわけですね。そ

うすると、１年生の子どもが必ずしも上がっているかと言うと、これは平均の話です、個別的

にはどういうふうになっているか、これはちょっと個別的に一人ひとりは見ていませんので何

とも言えないのですが、平均点で見ると非常に判断しづらいなと。これをきちんと指導する先

生方がこの部分については弱いなというところを力を入れて教えていただくということがされ

ていれば、おそらくまだ上がるだろうと。傾向としては上がっているというふうに思います。

特に今やっているのは英語と数学です。学校によっては別な科目をやっているところもあるの

ですが、特に白老中学校については習熟度別をやっていて、その効果が上がっているというふ

うに感じます。じゃあ、その他の学校についてはどうなのかと。別な学校では、例えば英語が

すごくいいとかですね、全国平均以上になっているとかそういう部分も見られます。ここで、

どこの学校がどうという話は、今、出来ませんけれども、全体として、傾向としてうまく活か

して行けば基礎学力は上がっていくというふうに感じております。また、こういう基本的な指

導の方法を先生方もじっくり物事を考えて指導していくということが大事な姿勢でないかなと

いうふうに思いますのでね。先生方、教師として原点に戻ってですね、どういった指導がいい

のか、子ども達が勉強が好きになるようなそういう教え方というのを身につけていただければ

なというふうに思います。 

○委員長（及川保君） ７番西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） ありがとうございました。私はこの授業について非常に期待しており

ました。というのも、やはりですね、子ども達の基礎学力をつけるということは非常に大事じ

ゃないかなと思っております。私も子育てした中で、やはり白老の町の中での競争ではなく、

実際に世の中に出て近隣市町村との競争、さらに北海道から出ての競走、さらに世界との競争

になるわけですよね。そうなってきた時にやはり小学校、中学校、特に中学生あたりの学力は

非常に大事じゃないかなと思っております。正直言って、末は博士か大臣か、出来ればノーベ

ル賞が出るようなね。やはり、そういうような気持ちで取り組んでいらっしゃると思うのです

よね。それを何とかですね、私は本当に白老の町に行ったら学力が高いのだよね、白老に住む

のだったら子供達いい子になるから白老に住みたいよね、やはり家を建てるなら白老に行こう

よ、やはりそういう町にぜひなっていただければと思って質問いたしました。その辺の考え方

はいかがでしょうか。 

○委員長（及川保君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） 大変大きな話になってきたかなというふうに思います。日本

は当然、技術立国ですから国際的な学力テストでも非常に順位が下がったと。今までは１位、

２位を争っていたのがですね、急激に先進国では下位の方になってきたとかですね。特に国語

の読解力については非常に成績が悪かったというそういうテストの結果があります。まさに今、

日本は経済大国でもあり、資源がなくて技術的に実をつけなきゃいけない。あるいは人間的に

も磨きをかけて外国の方と交渉能力を持っていかなきゃいけない、そういう考えです。当然、

学力ばかりでなくて人間性も磨いていくと。そのためにはいろいろな体験も学校の中で取り組
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んでいかなきゃいけないと、そんなふうに考えています。どういったことでもたくましく生き

ていける、これをまず基本に考えてですね、学力も大事ですし、心の教育も大事だと。車で言

えば両輪みたいな形でですね、そういった二つの柱を大事にして教育に力を入れていきたいと

いうふうに考えております。 

○委員長（及川保君） 14 番大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 簡単にちょっとお尋ねをいたしたいと思います。適正配置の関係でい

ろいろなことが言われていますけれども、今回も教育長の執行方針の中にありましたけれども。

一つ、小規模学校の問題点、簡単に答弁願いたいのです。小規模学校がどういう利点とどうい

うマイナス面があるのかということが議論されていっているわけですけれども。一つは部活だ

とか競争心の問題が議論されています。これは今の抱えている問題点としてね。小規模学校と、

大きくなることによって学力差、落ちこぼれ等々を含めた学力差がどういうふうに変化すると

いうふうに考えられているか。それから、指導力が行き届く、ここら辺はどう考えていらっし

ゃるか。また、問題行動は小規模学校と大規模学校と比較してどうなのかと。ここら辺ね、学

力なんかがきちんと押さえられているかどうかという点、まず伺いたいと思います。それから、

小規模学校と大規模学校の関係で、財政の問題ではどのような押さえ方をされているか。同時

に効率性ですね。人だとか物だとかの効率性の問題、こういうことをどういうふうに押えられ

ているかと。そして、現場教師の声。小規模学校と、大規模と言いましょうか、全体合わさっ

たという意味ですけれども、そこら辺での現場の教師の人たち、校長先生じゃなくて現場の教

師の人たちの声なんかが聞かれているかどうか。この点、簡単で結構です、お尋ねをしたいと

思います。 

 もう１点。要保護、準用保護の関係で、中学校86 ということになっているのですけども。私、

以前に出していただいた資料では 10 年間で、私の言って変ですけど、ものすごい量の方が増え

ているということなのですね。一般質問でも取り上げられましたけれども。この約２０％に及

ぶ要保護、準用保護の状況が、一つは家庭の状況がどういうふうになっているのかね。どうい

うふうに押さえられているか。それが教育にどういう影響を与えているというふうに捉えてい

るか。この２点、簡単で結構です、お尋ねをしたいと思います。 

○委員長（及川保君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） 小規模校の問題点ということで。まず、部活の問題は大渕委

員の方から言われました。学力の問題については小規模校だから学力が低いとか、大規模だか

らいいということにはならないというふうに思います。ただ、中学校の場合ですね、主要教科

についてはきちんと免許のある先生が付くわけですが、音楽とか美術あるいは技術の先生は免

許外という、免許のない先生が教科の教師として教えると。こういう、どうしても教員の人数

が足りないためにそういったことになります。それから、指導力の行き届くことについては、

当然、子どもの数が少ない部分については、先生が少ない中でもですね、その辺の度合いはあ

りますけども目が行き届く部分は小規模校の方があるのかなというふうに思います。ただ、こ

れも組織力をきちんと生かすことによってその辺は解消できるのかなというふうに思います。 

 それから、財政の問題ですが、これについてはどういうふうにお答えしたらいいのか。当然、
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学級数が少ないのと、子どもの数が少ないのと、これによって経費のかかり方は違ってきます。

ただ、学校数の問題によってですね、それと交付税の問題との絡みがありますので、これはち

ょっと一概に言えない部分があるのかなというふうに思っています。 

 それから、効率性の問題。効率性の問題というのはどういうふうに解釈したらいいのか、あ

れなのですが。学校でいろいろな教育活動をする上で、子供達にとって教育環境としてどう捉

えていくか。この効率からいきますと、やはりクラス替えが出来る学校が、特に中学校の場合

はクラス替えが出来れば、同じ教科の先生がいて、お互いに教え方を協議するとか、切磋琢磨

するとかそういった効率性のいい部分が出てくるだろうし、いろいろな行事をやる上でも先生

が教育し合って一定規模の行事を行うことが出来るとか。あるいは子供たちの要望を聞きなが

ら、その対応を出来るとか、そういった効率性はあるかというふうに考えています。 

 それから、教師の声については今現在のところ聞いておりません。 

 それから、準用保護の関係です。十数年前は６％ぐらいでございました。要と準用を合わせ

てですね。今は20％越えている状況です。なぜ、こんなに増えているのかということなのです

が、最近、数年前から母子家庭世帯が増えているということです。こういった家庭が増えるこ

とによって学校にどういった影響が出ているのかと。部分的には多少着るものがあまり綺麗な

服を着ていないとかですね、そういった部分は部分的には見られますが、全体的にはそう問題

ないのかなというふうに思います。多少、朝ごはんを食べていなくて給食を一生懸命食べると

かそういった話は聞きますが、全体的にこういった問題があるというふうには捉えておりませ

ん。以上です。 

○委員長（及川保君） 山崎教育長。 

○教育長（山崎宏一君） 適正配置について、現場の先生方の声はということ。１点だけちょ

っとお話させていただきたいと思いますけども。これについてはですね、現在まだそこまで具

体的には行っていませんので、現在のところ声を聞いておりませんが。今日も実は朝、校長会

ございましてね、その中で話をさせていただいたのですけども、校長会に聞くとか、校長先生

に聞くとかということではなくて少なくてもこれをやっていく過程の中で、各地域のどなたか

というのは別にしましてね、学校の、現場の声は参考として取り入れていきたいという話を今

日もさせていただきました。このことについては、まだどこの誰かということは決めておりま

せんけども基本的にはそういう姿勢で行きたいというふうに考えております。 

○委員長（及川保君） 14 番大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） １点目についてはわかりました。２点目の関係なのですけどね。教育

委員会全体ね、教育委員会の会、要保護、準用保護の 20％のことなんかについては議論がされ

ているかどうかということと。もう一つはやっぱり、そういうことが、問題視をしたり、こと

さら大きくするとかというのではなくて、そこの対応と言うか、そういうことに注意を払って

教育を行ったり、家庭教育を行ったりするということが、何かこう20％と言うと５分の１です

からね。影響力が何らかの形で出る前に対応策が必要な気が僕はちょっとするのですね。それ

はどんな対応策だと言われたら、私も無いのですけども。ですから、教育委員会で議論する、

それから、いろいろなそういう機関で議論をして、そういうことがカバーできる、子供達にそ
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ういう影響が行かないようなね、そういうようなことをしないと大変なことになるのではない

か。これ以上増えていくかどうかというのはわかりませんけれども、６％から20％というのは

やっぱりある意味では異常な状況で、それに対応するのは大変だと思うのだけど、何らかの施

策が必要じゃないのかなという気がするのだけどどうですか。 

○委員長（及川保君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） まず、要保護、準用保護の関係で。まず、教育委員会で議論

されているか。これについては、大渕委員にお渡しした資料、これらをお渡しもしております

し、また、準用保護については教育委員会にかけて認定しなければなりませんので、こういっ

た状況については把握されております。ただ、非常にこれも個人情報的な部分が多いものです

から、教育委員さんも多少遠慮な部分があったというふうに思っておりますが。ただ、人数が

増えておりますので、そういった危機感と言うのですか、こういったことはお持ちのようです。

だからと言って、こうしたらいいのでないかというその辺までのご提言はまだ、いただいてい

ない状況でございます。それから、これらの対応なのですが、これも一度大渕委員から言われ

ましたことを受けてですね、校長会に１回お話を、どういった状況なのか再度確認した上で、

どういった対応するのか、ちょっと協議をしてみたいというふうに思いますのでご理解いただ

きたいと思います。 

○委員長（及川保君） 暫時、休憩いたします。 

休   憩      午後 ２時 １分 

                                         

再   開      午後 ２時１５分 

○委員長（及川保君） 休憩前に引き続き会議を開きます。先ほどの続きでございますけども、

他ございませんか。ございませんね。 

 それでは、次、移ります。120 ページ５項社会教育費１目社会教育総務費から 124 ページ２

目公民館費まで。決算書は 157 ページから160 ページでございます。 

質疑のあります方はどうぞ。ございませんか。 

 次、進みます。125 ページ３目図書館費から 128 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159 ページから162 ページでございます。 

質疑のあります方はどうぞ。13 番斎藤征信員。 

○委員（斎藤征信君） 128 ページの仙台陣屋の資料館の問題で。昨年、123 万だったのが 103

万に落ちているわけですね、入館料が下がっているということで。見ていますと、ずいぶん特

別展なんかをやって頑張っているという感じがするのですよね。いいものを持って来てみんな

に見せるということをやっているのだけども、それにしても入館料が減るということになると。

問題は町内のお客さんと町外のお客さんの数というのが、町内の人たちが多いのか、両方とも

減っているのか、そういうような状況がどういうふうになっているのかということを一つ伺っ

ておきたいのと。そうなるとＰＲが本当に十分行き渡っているのかどうなのかという点でどう

なのか。その辺り教えてください。 

○委員長（及川保君） 坂本社会教育課長。 



 - 40 - 

○社会教育課長（坂本譲君） いろいろな事業をやっておりますけれども、入館者、入館料が

増えないということでございますけれども。資料館につきましては特別展、企画展、また、い

ろいろな事業を展開して少しでもお客さんに入館していただきたいということで。町外のお客

様につきましては増えている傾向にございます。特別展、企画展、こういった催し物を行うこ

とによって少しずつ入ってきていただいていると。あと、いろいろな近隣市町村とか博物館同

士の連携を図っておりまして、いろいろな形でＰＲ活動もしていただくということでお互いに

やっております。ただ、入館料が増えないということにつきましては、極力、町内の町民の方

に入っていただきたいということと、あと、子供達に出来るだけたくさん来ていただきたいと

いうことで、なかなか一度入館されるとリピーター的に２度目、３度目という場合が少ないと

いうようなこともございまして。そういったことで事業、いろいろな企画ものをしまして、そ

して、入っていただくのですが、そういった場合につきましては減免という対応をとっている

ものですから、なかなか入館者に応じた入館料が得られないのが実態ということでございます。

以上です。 

○委員長（及川保君） 13 番斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 町内のお客さんが増えてね、それで入館料が上がらないというのだっ

たら、これはやむを得ないことですね。町内の人たちにたくさん来ていただきたいというのが、

これも一つの大きな狙いなわけですから。そうしますとちょっと比較して見るのに、この 17

年度の入館数というのを分かりましたら教えていただきたいのですが。 

○委員長（及川保君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本譲君） 17 年度の入館者数につきましては、一般の有料入館者が4,180

名でございます。それと、有料の小中学生、こちらが134 名。無料の入館者、小学生、一般も

含めまして2,768 名という数字になっております。 

○委員長（及川保君） 13 番斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 一般の数が4,100 人で、無料の方が2,700 というと、その差が町外の

方ということになるのでしょうか。その辺の捉え方がちょっと分からなかったのですけども。

最後ですのでもう少し聞きたいのですが。ボランティアで解説員をやっておられる方がござい

ますよね。実際には年齢になってきたものだから何とか交替をしたいとかね、入れ替わりをし

たいという話も聞くのですけども。誰かいないだろうかと探しているなんていうような動きも

聞いているのですが。そういうボランティアの方々の動きと言いますかね、そういう補充とい

うのがどんなふうになっているのか、その辺りも伺いたいなというふうに思います。 

○委員長（及川保君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本譲君） まず、入館者の関係でございますけれども。有料入館者の4,180

と無料入館者の 2,768、これの差が町外ということではございません。一般の有料の中にも町

外者の方も町内の方もいらっしゃいますし、無料の中にもそれぞれいらっしゃるということで

ございます。 

 それとボランティアの関係でございますけれども。資料館の方に解説ボランティアというこ

とで、資料館友の会というのがございます。こちらにつきましては、平成18 年度につきまして
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は８名の方がボランティア活動をされておりまして、この８名の方につきましては順番で交互

にローテーションを組みまして、土曜、日曜もですね、あと平日も必要に応じてボランティア

をしていただいているということで、年間で140 日ほど解説のボランティアをしていただいて

いるという状況にあります。定期的に会合なり、話し合いを持たせていただいておりますが、

今、一番に問題、課題になっているのが斎藤委員おっしゃるとおり後継者がいないということ

で。こちらにつきましては、資料館の方もいろいろな団体の方に働きかけはしておりますけれ

ども、なかなか後継者が育ってこないと。あとは白老町にある退職校長会の方に一応お願いを

して協力していただける方はぜひということで。元々が退職校長会の方の発案でできた組織と

いうことがございまして、現在も退職校長会の方に何とかボランティアで協力していただきた

いというようなお話もしているところでございます。以上です。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。18 番加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 図書館のことでちょっと伺いたいのですが。図書館の利用と言います

か、それがその自治体の文化的なレベルを、ある数字では表すと、こういうまで言われている

のですが。全道的に見て、白老町の図書館の貸し出しとか、蔵書とか、一人当たりの読書力と

言うのですが、そういうもののデータ等を比較して白老町はどのようなレベルにあるのかです

ね、その辺りちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（及川保君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本譲君） 図書館の、近隣市町村との対比を出したデータも一応毎年とっ

ております。利用状況につきましては、胆振管内で申しますと白老町につきましては、10 館あ

るうちの７番目に位置しております。上から７番目です。それぞれ規模等も違いますけれども、

一応町村では一番上の方でございますけれども、市の図書館等がございますので一応そういっ

た順位になってございます。以上です。 

○委員長（及川保君） 18 番加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 分かりました。レベルは分かりましたけれども、貸し出し数とか、一

人当たりはどうですか。その辺り、数値ありますか。 

○委員長（及川保君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本譲君） 一人当たりの、17 年度の貸し出し冊数、個人の貸し出し冊数で

いきますと、データのないところもありますけれども、白老町につきましては 3.4 冊になりま

す。ちなみに一番多いのが苫小牧市立中央図書館の5.03 冊になります。一番少ないところで室

蘭図書館の2.81 冊というデータでございます。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。それでは、次、進みます。129 ページ６目高齢

者学習センター費から132 ページ７項給食センター費まで。決算書は163 ページから 166 ペー

ジまででございます。質疑のあります方はどうぞ。14 番大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 131 ページの体育施設の管理委託経費の関係でお尋ねをしたいのです

けれども。以前も議会で何回か取り上げられたことがあるのですけれども、温水プールの利用

の関係なのですけれどもね。団体及び個人の使用の状況、そして、それに対する体育協会なり

の援助と言いましょうか、指導と言いましょうか、その状況がどういうふうになっているのか。
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いろいろと側聞されるところ、また、直接聞かれるところがあるのですけれども、その状況に

ついて、どのように押さえられているか質問をいたしたいと思います。 

○委員長（及川保君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本譲君） まず、温水プールの利用、団体と個人ということでございます

けれども。17 年度の個人の利用につきまして、数字で申し上げますと個人利用者が 6,283 名、

年間ですね。団体利用につきましては、35,622 名という実績でございます。それと、体育協会

の方で今、プールの管理をしているという状況ですけれども、団体の利用につきましては最低

年に２回利用調整会議を行いまして、各団体との要望を聞いたり、利用にあたってのいろいろ

な調整会議ということで進めております。その段階で何か問題点なり、団体からの要望があり

ましたら、そこでお互い協議して効率良い活用を図るということで進めているという状況にご

ざいます。 

○委員長（及川保君） 14 番大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） そのあと指定管理者になって、より行政の及ぶ範囲が少なくなってい

るのかどうか、ちょっとよく分かりませんけれどもね。中で利用者の不満が出るというのは、

私はまずいなと。町民の中でそういうものが出るというのはまずいなというふうに思うわけで

す。今の答弁にもありましたように個人で６千いくつで、団体で３万５千ということは圧倒的

に団体が使っているのが多いというふうに判断されるのですけれどもね。側聞しますと、例え

ば団体が使っていて、隣の個人のコースが全く空いていても使わせていただけないと。お金払

っても使いたいのだけど使わせてくれないのだけれどもって。これは先ほどの話じゃないけど、

片一方の話ですから、それが全部正しいなんて私は思っていません。ただ、そういうことが公

の形で出てくるというのは、私は公共施設ですから、なるべく皆さんが楽しく使えるのが原則

ですのでね。そういうことが例えばもし、あるとしたなら、そこにまた違った配慮があるかも

しれません。それは私分かりません。だけど、空いているところがあって、お金払って使わせ

てくださいというのは駄目なのかどうか。そこら辺もよく分からないのだけど、そういうこと

がどうして起きるのかなと思うのだけど。そういうところは分かっていらっしゃいますか。 

○委員長（及川保君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本譲君） 今、大渕委員おっしゃられることにつきましては、私の方にも

そういったお話が来ております。それについては、体育協会の方ともいろいろお話をさせてい

ただいております。それで、なぜ、そうなるかというようなことでお話申し上げますと、現在

ですね、プールを使用している団体につきましては、白老町の水泳協会を中心に５団体ありま

す。５団体の中でそれぞれグループ分けと言いますか、子どもからお年寄りまでいろいろなサ

ークルがありますので、そういった５団体が 13 のグループにまず分かれております。その 13

のグループがだいたい２時間ぐらいの１回の練習時間を設けますと、13 のグループで 53 コマ

が必要になるということで、月曜日から日曜日までの１週間を53 コマを割り当てて、お互いに

調整協議をしてプールを利用するというスタイルになっております。そうすると５３コマびっ

ちりですので空きが無いという状況なのですけれども。その 53 コマを白老のプール７コースあ

りますので、一般用に３コース空けますので４コースをこの13 グループ53 コマ取るという形
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になりますので、そこでお互いに調整をしまして、まず、週２回から３回ぐらいのコマを自分

達で確保することになります。そうするとですね、それ以外の、例えばコマが足りないという

時に、隣を見た時に一般のコースが空いているという状況がよくあります。そういった時にお

金を払うから隣を貸していただきたいということであれば普通はいいと思うのですけども、団

体間の調整の中ではそれを自由にやっちゃうと全部の 13 グループがそこに行きたいという話

しになるものですから、それについてはお互い団体間で調整会議の中で自分達が打ち合わせし

て調整した枠の中で練習しましょう、水泳しましょうと決めているものですから。それをたま

たま隣空いているから、ぜひ、お金払うので貸していただきたいということになっても、一応

皆さんで話し合いした結果を踏まえて、それはまずいのではないですかというような指導をし

たというふうに伺っております。そんな経緯がございます。以上です。 

○委員長（及川保君） 14 番大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） スポーツ都市宣言をしていて、そんなにたくさんみんな使ってくれる

というのはね、本当に私は逆に言うと感謝すべきことだなと、本当に思うのです。ただ、そこ

でやっぱりトラブルじゃないのかもしれないけれども、スポーツマン精神とはちょっと違った

ような形に表れますとやっぱりまずいし、例えば５団体だったら、使っている時に隣が空いて

いたらね、空いている時はいいよとかってそういうふうにやっぱりするのは難しいのか。いや、

僕の感覚と違うのかもしれないけど難しいのかなと思うのです。出来れば、お金を払って収入

になれば、多くなりますよね、収入が。むやみやたらにとは言わないけど、空いている時、た

またま隣使っているのが空いている時貸してほしいというのは、それぞれ５団体だから。割り

込むのではなくて、それぐらいいいのではないのぐらいのことにはならないのか。そして、体

育協会そのものが、やっぱり指定管理者になって段々遠くなっていくというのは良くないと思

うのですよね。ですから、本当に冗談じゃなくて、やっぱりスポーツマンなのだから、もうち

ょっとフェアに譲り合って楽しくというのが体協でやっぱり指導しないと。線引っ張ったよう

に駄目だと言うのではなくて、両方がそういうことで話し合えるようにね。されたのかもしれ

ないけど、しても駄目だというのも、どうもちょっとよくわからないのだけど。もうちょっと

そこら辺の指導を強力にやるというわけには教育委員会としてはいかないですか。 

○委員長（及川保君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本譲君） この団体の利用につきましては、過去何十回となく打ち合わせ

なり調整をやってきておりますが、実際問題なかなかスムーズに行っていないというのが状況

ですけれども。ただ、今回、体育協会も指定管理者というようなことになりまして、やはり収

入を少しでも上げる必要があるということもございますので、さらに団体の方とまた、この後、

冬期間の調整会議もありますけれども、その空いた一般コースをより有効に、お互いに理解し

た上で使えるような方法、これをやっぱり話し合っていただきたいと。それで、場合によって

は大会前の、例えば１ヶ月前とか、あと特別な理由とか、そういったことで絶対決めたのだか

ら空いているけど使っちゃいけないとかということではなくて、何とかお互いに歩み寄って、

理解し合って使っていただけるように、ちょっと体育協会の方も調整していただきたいという

ことで先日お話しておりますので、そんな方向でちょっと今後取り組んで行きたいなというふ
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うに思っております。 

○委員長（及川保君） 他。３番山本浩平副委員長。 

○副委員長（山本浩平君） ただ今の件につきまして、私の方からもちょっと質問させていた

だきたいのですけども。一般用としてコースを取ってあると。そのコースに一般の人がいつ来

るか分からないわけですよね。他の団体等に使わせた場合に、来た時にじゃあ、今、来たから

すぐ出て行ってくださいと言ってですね、すぐ空けてくれるかというと、またこれは、一回貸

したのに難しい問題だとかそういう部分も僕は出てくると思うのですよ。ですから、プール調

整会議できちんと決めたのだったら一般用のコースは一般用で僕は空けておくべきだというふ

うに認識するということがまず一点。 

 それともう一点としてはですね、私はいろいろなプールを利用する団体の方から逆に苦情な

り改善してもらいたいという話がよく耳にするのですけども。それはどういうことかと申しま

すと、いわゆる、どの競技でもスポーツでも一定のルールやマナーというのがあると思うので

すね。例えば町のプールであれば、そのプールを使用するためのマナー、これを守れない、逸

脱しているような、もし、団体があるとすればですね、これは指定管理者である体育協会がき

っちりとその辺の管理運営を強くやっていただかなければ、逆に調整した会議のものが無駄に

なるというような話も多々聞こえてきているわけでございます。その点ですね、やはりしっか

りと管理をやっていただきたいというふうに思うのですが、この点についていかがですか。今

の２点について、お答えいただきたいと思います。 

○委員長（及川保君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本譲君） 基本的には多くの利用者が団体ということですので、やはり団

体の皆さんが一番いい形で利用できればということで。今、一番問題になっていたのが空いて

いるコースの利用ということでございますので、３コースでなくても、例えば、お客さんの状

況によっては１コースだけとかという形の中で対応できればですね。ただ、それにもルールと

マナーが出てくると思いますので、その辺は団体の皆さんと十分協議して、お互いが納得した

上である程度結論を出された場合については、それなりのルールとマナーをきちんと守って使

用していただくと。そのルールとマナーを守れない場合については、やはり体育協会側として

もきちんとした指導なり対応をしていただくというようなことで進めて行きたいなというふう

に思っております。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。それでは、次へ進みます。11 款災害復旧費、こ

こに入ります。133 ページから 142 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でございます。決算書は165 ページから 170 ページ。質疑のありま

す方はどうぞ。ございませんか。 

 それでは、次に進みます。それでは、３ページから10 ページまでの１予算科目別比較表、こ

れは歳入ですね。２番税収入に関する調。３番予算科目別比較表、これは歳出でございます。

４番歳出財源内訳表について。及び歳入全般についての質疑を受けたいと思います。決算書の

歳入は 69 ページから88 ページでございます。質疑のあります方はどうぞ。９番吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 成果表の５ページ、６ページ。税収に関して質問させていただきます。
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滞納繰越が現年度２億8,000 万あるわけでございます。これに対しまして、収入済み額が1,800

万と。約 6.5％の収入になっているわけでございます。私は滞納繰越という額について、先般、

担当部署から資料をいただきました。大変忙しい中、ご迷惑かけましたけれども。これらにつ

いても、だいたい資料で概要は分かるわけでございます。滞納繰越という一つの中身を分析し

た時に、滞納処分、交付要求、執行停止、その他諸々の流れを分析すると、ほとんどこれは、

6.5％という徴収率でございますが、90％は徴収不可能だというふう理由になってしまうような

気がするのでございます。それで、これらについて滞納繰越そのものに至った原因とか経緯に

ついて、どのような流れになっているのか、まず、お聞かせいただきたいと。 

 それから、滞納繰越の額につきまして、早いうちにアクション起こした場合にある程度解消

される内容もなるのではないかというふうに考えるわけですが、これについてはいかがなもの

かと一つお聞かせいただきたいと思います。 

 いずれにいたしましても、非常に大きい額が毎年繰り越されていって、処置については数％

の処置だということになっているわけですが、これらについて一つ報告いただきたいと思いま

す。以上。 

○委員長（及川保君） 辻税務課長。 

○税務課長（辻昌秀君） 町税に関しての滞納繰越についてのご質問でございますけれども。

まず、経過・原因ということでございますけれども。まず、納税の対応の方針といたしまして、

滞納繰越というのはその年度に課税ができなくて翌年度以降に持ち越されるというものでござ

いますので、基本はその年度の中でやはり納めていただくとそういうことで臨んでおります。 

 それで、経過という部分で現年の方を若干ご説明しますけれども。固定資産税、町民税、何

期かの納期に分けて納めていただくということにしておりますけども。まず、納期を過ぎて20

日経過したところで、まだ納めていただいていない方には１回目の督促状というものを出して

お願いすると。その中でですね、納税相談、いろいろな事情ございますので、毎月夜間窓口を

２週間設けてございますのでそういう部分で。また、場合によっては出向いてということもや

っております。ただ、そうした中でさらに納税相談等がない場合ですね、催告という形で、２

ヶ月に１回出してございますけれども、そういう形でさらに納税をお願いすると。いろいろそ

ういう納税相談等のお願い、あるいはお会いしてという部分やっておりますけれども、中には

連絡もいただけないという方に対しては、現年度分でありましても、やはり連絡とれない、ま

たは連絡入れていただけないという方については、その年度においても滞納処分ということで

給与あるいは預金等の調査をして差し押さえというような通知なんかも事前に通知して、さら

に最終的な通知をするということで、極力現年度分はその年に納めていただくとそういうよう

な形の中でまずは進めているということでございます。ただ、どうしても現年度分であっても、

17 年度については収納率 98.1％ですか、どうしても２％ぐらいやはり翌年度に持ち越しと。そ

れがさらに重なってですね、現在、固定資産税で一番古いもので昭和 63 年度。これは不動産を

差し押さえしているような物件がございまして、なかなか処分できるような状況じゃないとい

うことで持ち越しているものがございます。そういうことでまずは現年度分に力を入れると。

その現年度分の中でどうしても繰り越す中で単純に全部が督促等で引き続きということではな
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くて、滞納先をお話した滞納処分、これは預金あるいは不動産等の差し押さえ、中には給与等

も行いますけども。そういうものの割合が平成16 年度から17 年度に繰り越した、約２億8,000

万のうち13％ほどが滞納処分ということで処分中のものということでございます。 

 あと交付要求というのは、国税の方で処分する部分に参加しての部分で、これが2.3％。 

 あと執行停止というものは41.6％ほどございます。金額にして１億1,700 万ということでか

なり大きな金額になっておりますけども。この内容につきましては、お配りしている資料の方

にも記載してございますけれども、地方税法の方の執行停止の要件というのがきちんと定めら

れておりまして、滞納処分することができる財産が無い場合。滞納処分をすることにより滞納

者の生活を著しく窮迫させるおそれがある場合、これは生活保護とそれ以外の給与所得があっ

ても低い場合等ですね。さらに滞納者の住所及び財産がともに不明な場合ということで、こう

いう要件に該当するものについては執行停止ということで、約４割が該当してくるということ

でございます。残りにつきましては徴収猶予という制度ございますけども、16 年度から繰越し

ているものについては該当するものがございませんで、その他未処分ということで記載してご

ざいますけれど、これが１億2,000 万ぐらい。この内容については、納税相談に対応いただい

て分納で納めていただくということで約束をいただいているもの。これについては引き続きで

すね、今後なるべく早めにということでの約束の中でやってきているということでございます。

ですから、基本的には滞納繰越額について町の方で何もしないでそのままにしているというこ

とではなくてですね、基本的に財産等をお持ちの方については滞納処分。これはいろいろ分納

の制約を受けている方は当然そういう方じゃなくて、ある意味じゃ悪質と言うか、相談にのっ

ていただけないかと。ただ、滞納されているけども、やはり滞納処分にすることができない方、

執行停止。きちんと相談に乗っていただいて約束して、金額はわずかでも分納していただいて

いる方。きちんとそういう分類の中で滞納処分については進めてございます。平成 15 年度に町

税の徴収事務運営方針という、これはある意味では納税にあたる職員のマニュアル的なものを

作りまして、今言ったようなきちんとした分類整理の中で行っていくと。実際は納税者いろい

ろな事情がございますので、きちんと相談に乗っていただける方はその状況を把握しながら進

めているということでございます。一応、滞納繰越についての対応については以上でございま

す。 

○委員長（及川保君） ９番吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 資料をいただいておりましたので概略は判断できるのですが。ここで

執行停止処分の１億 1,700 万という金額ございますが、例えば、この金額を見た時にすでに財

産が０とか居住不明とかという理由の中で判断しなきゃいけないということになりますと、こ

の額はすでにもう徴収不可能だというそのような分類にされるわけでございますよね。その辺

についてはいかがでございましょうか。 

○委員長（及川保君） 辻税務課長。 

○税務課長（辻昌秀君） 本来であれば滞納処分すべき案件なのですけれども、今おっしゃっ

たような形で執行停止ということでございますので、現実的にはかなりですね、この執行停止

をかけると３年後には時効ということになるものですから、その３年間の中にまた納めていた
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だけるような状況が出てくれば、執行停止をさらに取り消しするということで今度納めていた

だく対象の方には入りますけれども、なかなか執行停止に至ると払っていただくことがかなり

難しいとそういうような状況になってきます。 

○委員長（及川保君） ９番吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） いずれにしても徴収が非常に難しい分類の税でございますから大変だ

と思うのですが。具体的に今、税務の方でとられております、これらに対する徴収のアクショ

ンをもうちょっと具体的に述べていただけないでしょうか。 

○委員長（及川保君） 辻税務課長。 

○税務課長（辻昌秀君） 督促並びに催告につきましては、先ほどお話しましたように、まず

現年度についてきちんと一定時期に一定の通知、連絡を差し上げて、その年度で納めていただ

くように努力しているということでございます。その方法といたしましては、主に現年分等に

つきましては、職員の方である程度押さえた中で連絡を取りということもやり、また、毎月月

末の１週間ですね、実は今日からなのですけれども夜の７時まで夜間の窓口開設というのを行

ってですね、昼間どうしても納められない方の対応ということで毎月月末行ってございます。

また、２ヶ月に１度、休日の相談窓口も設けまして、これは日曜日ですけれども職員が１名は

役場に残り、残りの職員は訪問するというような形で実施してございます。これは正職員５名

が納税業務にあたっておりますけれども、嘱託職員３名につきましても、この月末の時期につ

いてはある意味ではフレックスタイム的に午後からの出勤、職員の勤務時間の75％ということ

ですけども、一応この時期については午後から出勤し、夜の７時まで訪問徴収に主に歩くとそ

ういうような形でやっております。それで、具体的には個別の納税者一人ひとりの状況違いま

すけれども、カード化してそれぞれの状況に合わせて訪問する時期とかそういう状況を見計ら

って個別にこまめに足しげく対応しているとそういう状況でございます。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。これで一般会計の決算審査に関する質疑が終わ

りましたが、歳入歳出決算の全般について、特にお聞きしたことや質疑漏れがございましたら

どうぞ。14 番大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 主要成果等説明書の99 ページに公共下水道会計の繰出しが載っている

のですけれども、この年から政策転換を図るということで考えられました。そこでちょっと助

役さんにお尋ねをしたい。町長いらっしゃいませんので助役さんにお尋ねをしたいのですけれ

ども。この政策転換というのは極めて大きな、町にとっては極めて大きなことでありますし、

町民にとっても極めて大きな影響があると思うのです。それで、今、港湾で使っているお金と

いうのは実質的に今、起債で償還しているのが約２億。実質町費として支払っているのは２億

ちょっとぐらいかなというふうに認識しているわけですけれども、そういう意味で言えば、住

民に直接関わる下水道の部分が政策転換によって変わると。そして、区域も外すという状況な

のですけれども。例えば、町長が言っていらっしゃるように、港がきちんといって、これが白

老町の収入に大きく寄与すると、経済的に町の財政も豊かになっていくというふうになった時

に、この下水道の事業を再度住民の立場でやるような考えになるのかどうかね。私が言いたい

のは何かと言うと、住民本位の財政を使うということと白老町が残っていくということは両方
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とも極めて大切なことなのです。今回の政策変更というのは、その港に白老町の将来は財政的

に大変だから、白老町の将来のために港はやりますよということで政策はそのまま続行すると。

しかし、下水道の部分については財政状況の中では続行できないから政策転換をしたとこうい

うことなのですけれども。これを、例えば港がそういう状況になった時に、この政策を元に戻

すような考え方が町の理事者としてあるかどうか。それは住民の立場に立った時どうなるのか。

もちろん、浄化槽が全部行き渡ってしまったら、そこに下水引っ張ってもしょうがないという

部分も出てくるのだけれども。しかし、考え方としてそういうことがこの年に政策転換をして

いくということはですね、やっぱりそういうことがきちんと出されていかなくてはいけないん

じゃないかとこういうふうに思うのですけれども、その点についての考え方をお尋ねしておき

たいと思います。 

○委員長（及川保君） 煤孫助役。 

○助役（煤孫正美君） 下水道の合併浄化槽の、下水道区域から合併浄化槽区域に変更しまし

て平成 18 年度から実質上取り掛かりました。合併浄化槽の処理の仕方の考え方というのはいろ

いろあります。が、ご承知だと思うのですけども、やはり今の状態の中でまだ未整備地域が高

齢者の方々が非常に多いということ。それから、下水道整備することによって受益の方々が非

常に少ない状態のところに行っているというようなことも含めまして、合併浄化槽という技術

的に下水道整備と同じ効果をもたらすというようなことで、そういうことを勘案しまして合併

浄化槽ということで取り組みましたけども。ただ、これからそこに住む方だとか、そこの開発

状況だとか、そこに住んでおられる方のご意向の中でどうしても下水道整備をしてもらいたい

という意向が強ければですね、それはやはり下水道整備の方に向かって行きたいというふうに

思います。ただ、確実な言い方にはなりませんけども、今の合併浄化槽の機能というのは十分

下水道の機能に耐えられるものだというふうに思っておりますので、これからもさらに技術が

進歩しまして十分耐えられるものでないかなというふうに思っております。そういう面でその

時期になってからもう一度下水道事業と合併浄化槽の事業について、いろいろな角度から比較

検討するのが必要でないかなというふうには思っております。ただ、下水道事業を今後も否定

するということではございません。以上でございます。 

○委員長（及川保君） 14 番大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 住民の意識としてはやはり、今、助役さん答弁されたように、私も実

はそんなに、ちょっとこまめにやらなきゃ駄目な部分、電源の問題等々ございますけども、こ

れからどうなるか分かりませんけれども。合併浄化槽と下水がものすごく差があるというふう

に、私もあまりそういう認識はしていないのです。ただ、町民の意識としては、ここに下水が

入るから来たという意識が未だにまだ、担当者、助役さん出て行かれてずいぶん説明されたよ

うです。だいぶ叱られたみたいですけども。そういう努力は十分私は承知しているつもりでご

ざいます。ただ、そういう上に立ってもまたやっぱり俺達のところだけ、なぜ下水が来ないの

だという意見は未だにたくさんあります。本当にたくさんあります。ですから、意識はそうな

っていないと。そういう中で今、重点的に港にお金を振り向けていくということは、それはそ

れなりに町長の姿勢ですし、町の姿勢ですから、それを否定するものでもございません。ただ、
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私が言っているのはそういう住民の声をきちんと反映できるような、そういう仕組みシステム、

今の答弁でほとんどいいのですけども、そういうことが残されていないと僕はやっぱり違うの

かなって思うのですよ。それで、かなり大きなことなのですけども、この年から政策転換をし

たということについて言えば、やはりその余地をきちんと残しておくべきだろうと。それは住

民の要望によって将来的にやはり下水が望ましいということになれば、やはり下水を入れるべ

きだというふうに私は思っているのですけど、再度その点についての答弁をお願いします。 

○委員長（及川保君） 煤孫助役。 

○助役（煤孫正美君） 下水道事業はご承知のように都市計画事業でございます。都市計画事

業になりますと、いろいろと国土交通省の所管まで入りますので一旦解除したものを再度指定

するということについては非常に難しいかと思います。しかしながら実態をですね、やはり下

水道事業のことを住民の方が求めているということになればですね、その時にもっと強く押し

出して行って。駄目だということじゃありませんので、やはり住民の方々のご意向に沿った形

で下水道整備という方向性にもなり得るのでないかなというふうに思っております。 

 それともう一つ、私達がちょっと反省しなきゃならないのは、何回か地域の方々に行って、

下水道整備と合併浄化槽の整備についてご説明申し上げましたけども、やはりまだ一部の方に

そういうことで、背景もよく分かりますので、下水道整備がされるからこの地域に来たという

方もおられました。その辺をさらにそういうことを機会を見た中でご説明にあがっていくとい

うことは我々の役割だと思っておりますので、そういう機会がありましたらまた行ってご理解

いただきたいというふうな考え方でおります。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。７番西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 今年度17 年度の一般会計全般について、ご質問させていただきます。

業務委託契約の件なのですけれども、この契約の目的と効果についてのチェック体制の確立が

されているかどうかということなのですね。17 年度の決算書を見させていただきまして、確か

に役場の中で本当に一生懸命、少ないお金の中でやりくりされ、本当にわずかなものでもきち

んと精査され、なおかつ余剰金まで出して何とかやりくりして、そういう姿勢が強く感じられ

ております。この決算書を見させていただいて特に感じましたのは、そういう役場の中での体

制がきちんとしてきたものですから、反対にこの業務委託契約についての問題点とか矛盾点が

見えて参りました。町の政策に適合し、正しく執行されているのか。町民の福祉に寄与する方

策が取られているのか。議会の議論が尊重され、政策に反映されているのか。このような視点

でチェックされるような体制があるのでしょうかということが一つでございます。 

 もう一つは、同じようなことで推進事業にも言えるのではないかと思っております。この二

つについてお伺いいたします。 

○委員長（及川保君） 二つ目の質問の内容、もうちょっと具体的に。 

○委員（西田祐子君） 二つ目の推進事業は84 ページにありました漁業専門員の推進事業のこ

とです。他にもいろいろ推進事業されていると思うのですけれども、そういうような形で政策

的にされているような推進事業に対しても、同じようにきちんとチェック体制が取られている

のかどうなのかということをお伺いしたいと思います。 
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○委員長（及川保君） チェック体制の検証をして、きちんとやっているのかということです

か。 

○委員（西田祐子君） そうです。具体的にどんなふうに取られているのですかということで

す。 

○委員長（及川保君） よろしいですか。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） 業務委託の方からお答えしますけど。設計関係だとかで

すね、そういう工事で発注されたものについては私が検査員になって検査を全てやっておりま

す。あと、小さいものの小額工事だとか、そういう清掃だとか、各課が管理するものについて

は各課でそれぞれ検査をいたしまして、要するに完成という形の中で進めております。 

○委員長（及川保君） ちょっと具体的に。もうちょっと何か。わかりにくいみたいなのです

よ。いいですか。岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） いろいろ推進事業ということで一例も挙げられました。政策

的に展開していっている部分、どういうチェック機能を果たしているかという視点かと思いま

すので、行政評価等を所管しています私の方から総括してお答えしたいと思います。それぞれ

の事務事業につきましては毎年チェック機能、１７年度は外部評価委員会という町民の方も入

っていただいた中でそれぞれの事業に対して費用対効果も含めて政策立案されたものが本当に

執行されているかどうかというチェック体制がございます。当然、そこに至るまではそれぞれ

の課で内部でもチェックはしていきます。それを内部だけのチェックじゃいかんということで

外部評価委員会という制度を設けて、そこでもさらにチェックしてもらうと。効果が上がって

いないとかそういうものはですね、例年 11 月の中旬なのですが、今度、翌年度の予算編成前に

それぞれの政策が本当に活かされているかどうかという検証を理事者を含めて私どもの課と調

整会議に入ります。ですから、そこで政策立案されたものがうまく機能していなければ、そこ

がさらにまた理事者からもチェックが入って、それがちゃんと動くように仕組みを変えたり、

あるいは町民からも非常に評価が低いと、でも、お金かけてやっているのが無駄じゃないかと

そういうこともチェックされて、そういう事業は中止なり廃止、あるいは統合、縮小、そうい

うことのチェック機能ということで行政評価全般という中でそれらの体制についてはチェック

している状況でございます。 

○委員長（及川保君） ７番西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） すみませんでした。質問が大きく全般に渡っているものですから。今

回ですね、まず最初の業務委託の方なのですけれども、やはり一度されてしまいますと任意で

どんどん、どんどん何年間もやっていってしまうという体制がどうしてもあると思うのです。

その時にですね。 

○委員長（及川保君） ちょっと委員ね、もうちょっと具体的に言ってもらえれば皆さん理解

されると思うのだけど。例なども挙げて。 

○委員（西田祐子君） 例えばですね、19 ページのところでたくさんの電算化のやつの委託と

かございますよね。こういうものを一つずつ、例えば、私達、議員というのは業務委託の内容

について、いちいち検証することはできませんよね、中身については。やはり、役場の方でそ
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れぞれの課がきちんと委託の内容が毎年更新されるような形でほとんど同じようなところに委

託されていくと思うのですよ。そうすると、去年もやっていたから今年もやっていたから来年

もという形の中でですね、どこかやっぱり抜け穴が出来てしまうと言うか、そういうものが出

来てしまっているのではないかと。やはり、過去もそうだったから、去年も大丈夫だったから

今年も大丈夫だという体制がどうしてもあるのではないかという不安を今回、私は例えばポロ

トの公衆トイレの問題の時にすごく感じたわけなのです。そういうことについて、やはり、そ

れぞれの一つずつの事業についての契約というのを一所懸命チェックがきちんと出来ていくと

思うのです。でも、何年もやっていくと人間というのはやっぱり去年大丈夫だったから今年も

大丈夫だろうという安易な中でのそういうものが出来てしまいがちなので、その辺のチェック

体制をきちんとしていらっしゃいますかということを私はお聞きしたかったのです。 

○委員長（及川保君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） ポロトのトイレの関係は前段の中で私どもの不手際ということはお

詫び申し上げておりますので、そのこととそのことは一緒にされてしまいますとちょっと誤解

が出るかと思いますが。随意契約につきましては、やはり一つの条件の元でやっているという

ことで、これは一つご理解いただきたいと思います。ただ、随意契約であってもですね、やは

り、例えば19 ページの新住基システムの関係でも昨日お話出ていましたけれども、確かに随意

契約ですけれども、ここに至るまではそれぞれの担当課の職員全部集まりまして、いろいろな

角度から検証しております。一つは価格の問題。それから、委託先によっていろいろな、やは

り今までの積み重ねのデータですとか積み重ねの仕事の部分があるのですよ、どうしても。そ

ういうことも全部加味して、本当に今までの業者がいいのか。随意契約でいった方がいいのか

ということもきちんと検証しております。単純に１係で決めているわけでございませんで、担

当課プロジェクトを組んで１年近くもいろいろな議論をしながら、いろいろな角度からこうい

う会社にお願いすると。その理由はこうですよということを積み重ねておりますとですね、確

かにここだけ見て随意契約とただ言っちゃいますと簡単に契約しているように見えますが、本

当にいろいろな角度からですね、経費の面も考えながらそういった契約をしているということ

で一つご理解をいただきたいと思います。 

○委員（西田祐子君） チェック体制ができていると理解してもよろしいですね。 

○委員長（及川保君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） ですから、職員が集まって議論する中でそういったことを全部検証

しているということで、そういう中でのチェックというのはできているというふうに思ってお

ります。 

○委員長（及川保君） ９番吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） ちょっと一つ抜かしました。入学準備金の関係で112 ページでござい

ます。ちょっとお伺いしたいと思います。町長の目玉行政の一つとして入学準備金を設定され

て今年で３年、昨年２回実績あるのですが。次年度、平成17 年度は取扱い件数５件ということ

で前年より下がっているわけですが、これについて、制度に対する問題とか、あるいは運用に

ついて何か問題があるのかどうか、一つよろしくお願いします。 
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○委員長（及川保君）  目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） 平成 17 年度ですね。前年度が８件、17 年度が５件になった

と。これに対する問題点としては特に無いというふうに考えていますが、ただ、収入が500 万

以下というふうに制限設けていますが、これについてですね、若干家族の多い方ですね、４人

ぐらいで500 万でしたらまだいいのですが、夫婦に子どもさん２人と。これが場合によってで

すね、６人の家族で収入が 500 万というのはちょっとやっぱり厳しすぎるのではないかと。こ

れについてはですね、今後ちょっと検討を要するのではないかというふうに考えております。 

○委員長（及川保君） ９番吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） せっかく、そのような意味で救済を兼ねた制度を新出したわけです。

ともかく問題があれば、私は総体的にはこの程度かと思ってはいるのですが、そのような審査

過程でなかなか一般が入りきれないという条件がもし出てきますとせっかく設けた制度が死ん

じゃいます。そういうふうな意味で、ある程度今、課長おっしゃったように、この制度をもう

少し多く幅広く活用してもらうという主旨からすると、枠の問題とか審査の過程についての条

件帯を緩和するとか、あるいは他の方法でできるだけ多くＰＲして使ってもらえばという考え

でございますので、その点について再度一つお願いいたします。 

○委員長（及川保君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） ＰＲにつきましてはですね、早くから広報等にも載せていま

すし、また、中学校あるいは町内の高校にこういったＰＲの印刷物を配付しております。また、

この問題点があればその都度直しながら行きたいというふうに考えておりますのでよろしくご

理解お願いいたします。 

○委員長（及川保君） 12 番吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 実は私も 111 ページの育英奨学資金給付事業経費と、それから、入学

準備金の貸付事業について、質問しそびれたものですから、ちょっとお伺いしたいと思ってい

るのですが。この育英奨学給付事業なのですが、これの申し込み。これはかなり厳しい所得制

限があるのですが。かなりの方が外れると言うかね、申し込みに対してどれぐらいの割合にな

るのか。その点が１点と。 

 それから、もう１点。公立高校の 17 年度の、先ほど要保護と準用保護の白老町も 20％にな

ったというお話だったのですが。道立の高校の授業料免除もここ５年間で急激に伸びて、15.2％

が授業料の免除になっているというお話があったのですが。私、これを見ていて、こういう申

し込みをされた方が、道立高校関係のこういう免除制度があるということを知っているのかど

うなのかなって。私もこういうのがあるのだって改めて思ったのですけども。そういった制度

があるということ、そして、この対応として、その地域によって違うと言うのですね、同じ道

立高校でも札幌なら札幌の手法があり、それぞれその地域によって違うというのですが、そう

いった手法を押さえられているかどうか。そういったことが高校に行きたくても行けない子供

達に、授業料で大変な思いをしている子供達に情報として流れているかどうか。その点が１点。 

 それから、入学準備金の方なのですが、私も減っているということでちょっと不思議だった

のですね。かなり条件的なものがそぐわないのかなというふうに思っていたのですが。収入の
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面でないだろうかということなのですが。ＰＲもこういった形でしていると言うのですが、じ

ゃあ各中学校、高校に行った後、それをどういうふうに告知されているのか。確か、父兄の進

学懇談会かなんかあると思うのですが。そういった場できちんと情報として提供されているの

かどうなのか。私達も入学近くなるといろいろな相談されるのですね。その貸付制度のことを

知らないという、白老の高校に言っている方でも知らないということがあるのですね。そうい

った面での告知、配付しているからいいというのではなくて、その後どのような学校が告知の

仕方をしているのか。その点どういうふうに押さえられているか、教えていただきたいと思い

ます。 

○委員長（及川保君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） まず、育英奨学金の給付の関係ですが。昨年は20 人の申し込

みで 17 人が給付を受けております。その内、この３人の方は所得の関係で給付資格が無かった

とこういうことです。 

 それから、公立高校の授業料免除制度については、私は承知しておりますが、地域によって

違いがあるというのはちょっと調べてみないと承知しておりません。 

 それから、入学準備金の関係につきましては、まだ本当に完全にＰＲしているというふうに

は、私もちょっと様子を見ながらですね、本当にこれでいいのかなという思いではいました。

これは時期が来ましたら学校の方に学校だよりとか、あるいは参観日、時期的に行われる参観

日等で保護者に対してこういった制度がありますというＰＲを学校がもっと積極的に行えるよ

うにお願いをしていきたいというふうに思います。 

○委員長（及川保君） 12 番吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 中学校の学校教育の中で本当に能力が向上するようにとか、先ほど言

っていましたように世界に通用するような子どもを育てるとかって話も出ていましたけれども、

私はそういうふうに努力をしていった時に、それ以上のところを望む時にそこで中断してしま

うということはすごく残念なことだと思うのですね。ですから、やっぱり高校のことも、そう

いう免除制度があるということもきちんと説明の中でしていくと、安心して、何があるか分か

らないわけですから、そういった部分では安心して進学して行けるのではないかなというふう

に思うのですね。それと大学の方もそうなのですが、これは入学準備金なのですよね。大学の

制度の中でも確か国公立大学は免除制度もありますし、兄弟が大学に入ることで２人兄弟にな

った時に確か免除と半額とか免除制度があるはずなのです。そういったことも情報としてきち

んと提供してあげるということが将来に渡っての、自分が学業を学んでいく上で安心していけ

るのではないかなと思いますので、本当に大変なことかもしれませんけれども、そういった情

報もきちんと将来的に渡って、今、こういう時代ですし、勉学に学ぼうとしてもなかなか冬の

奨学金制度もありましょうけれども、それだけじゃやっぱり足りない。せっかくある免除制度

が使えないで大変苦労しているということもあると思うのですね。白老町民がそういうことで

悩まないような手法としてそのように図るべきではないかなと思いますが。その点伺って終わ

ります。 

○委員長（及川保君） 目時学校教育課長。 
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○学校教育課長（目時廣行君） 国公立大学になるとワンクッション一つ、上の方になるので

すが、あくまでも参考という形で、まず、情報を確認した上で機会があれば、そういったこと

も提供できるようにしていきたいというふうに考えております。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。ございませんね。質疑が無いようでございます

ので、これをもって一般会計の決算審査にかかる質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本日の会議はこの程度に留め、延会いたしたいと思います。これにご異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） ご異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって延会することに

決定いたしました。 

                                         

     ○延会の宣告 

○委員長（及川保君） 本日はこれをもって延会をいたします。ご苦労様でした。 

 

（延会 午後３時２８分）   


