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平成１８年第１回白老町議会予算等審査特別委員会会議録（第２号） 

 

平成１８年３月２２日（水曜日） 

        開  議  午前 ９時５９分 

        散  会  午後 ４時０３分
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    ◎開議の宣告 

〇委員長（及川 保君） ただいまから一昨日に引き続き予算等審査特別委員会を再開いたし

ます。 

 本日の会議を開きます。 

（午前 ９時５９分） 

                                           

    ◎議案第９号 平成１８年度白老町一般会計予算 

〇委員長（及川  保君） 議案第９号 平成18年度白老町一般会計予算の質疑に入ります。 

 予算書の230ページをお開きください。230ページ、１項土木管理費、１目土木総務費から239

ページの３項河川費、１目河川総務費まで、質疑のある方はどうぞ。 

 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。239ページ、今は河川総務費まで入っているのですね。 

〇委員長（及川 保君） そうです。 

〇14番（大渕紀夫君） 入っているのですね。 

〇委員長（及川 保君） はい。 

〇14番（大渕紀夫君） この河川総務費でちょっとお尋ねをしたいのですけれども、白老川の

ダムが中止になりまして、時のアセスで。それで、遊水地の件が道から出ていたのですよね。

それがさっぱりここ二、三年見えないのですけれども、その状況が今どうなっているのか。ま

た、道でこういう調査は継続して最終的にはやるような考えがあるのかどうか、もしわかれば

お願いいたしたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 後藤建設課長。 

〇建設課長（後藤光雄君） 白老川の治水対策のご質問でございます。ただいま委員おっしゃ

られましたように、白老ダムがなくなりましてダムなしの治水対策ということでございます。

おっしゃられますように遊水地の方法とか、それから築堤のかさ上げとか、それから河積を拡

大する、要するに河川断面を大きくするとか、いろんな方法があるわけなのですが、現在道に

おいてはいろんな方法があろうと思うのですが、先ほど言われた遊水地も含めてなのですけれ

ども、例えば遊水地をどこにするのがいいのかとか、そういった状況の調査をまだ現地では行

っておりませんが、机上で検討していると、そういうふうな状況だと聞いております。 

〇委員長（及川 保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。これは、町に詰めてもしようがない話ですから、そ

んな気持ちはないです。ただ、やめるときは物すごく大きな花火を上げて新聞にも出まして、

そしてやめたのだけれども、たしか30年か40年確率ぐらい、白老川はそうだと思うのですけれ

ども、森野というところを抱えているわけですから、やはりその対策はきちっとしないと、も

しものときに大変な災害につながる可能性があるわけです。そういう点で言えば、やはりきち

っと見えるような方向を一つ出していただくと。いつまでにその作業を終えるのか。道の財政
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も大変ですから、なかなかそうはいかないのかもしれませんけれども、いつまでここまで来ま

すよとか、それから工事に入らなくてもやっぱりこういう方向でいきますよとかという、そう

いうものぐらいきちっと毎年毎年出していただけるようにはならないものなのですか。 

〇委員長（及川  保君） 煤孫助役。 

〇助役（煤孫正美君） では、私の方からちょっとお答えいたしたいと思います。 

 白老川の改修につきましては、うちの企画を通して道の方に早期に白老川の整備についてお

願いするということで常に出しております。ただ、北海道の事情をここで言わせていただけれ

ば、今言われたように財政事情が厳しいということと、それからやはり大きいネックは、３年

たちますか。日高の大災害がありまして、そちらの方に現在集中的に北海道としても投資して

いるということで言っております。そういう面からいいまして、白老川は過去10年間ぐらいに、

暫定的な断面ではありますけれども、洪水被害がないというようなとらえ方をされておりまし

て、必要性は認めるけれども、そちらの方に今かかっているということで、今は北海道の方は

理解していただきたいという話を伺っております。ただ、それはそれとして北海道の方も大々

的な改修ではなくて上流側の既設の古い施設等の護岸等につきましては、北海道は今単独事業

を持ち出してやっているということで、いずれにしても財政事情等を勘案して、ある程度のと

ころに来れば、また北海道の方としても白老町の方に具体的にこういうふうに進めたいという

話をするということでお伺いしております。 

 以上でございます。 

〇委員長（及川 保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。わかりました。日高の関係も私も承知しているので

すけれども、ただ50億円なり何十億円なりかけたダムの調査費がありまして、それをやめたわ

けですから、やはりそこで一番問題になったのは何かというと洪水での災害の問題なのです。

それ以外のことはいいのです。もちろん白老はたくさん懸案事項ございまして、一生懸命やっ

ていらっしゃるということはわかっているのだけれども、やはりこの白老川の災害というのは

以前はかなり大きなものがございましたので、強力にやっぱり道に申し入れていくという姿勢

が必要だと思うのです。ちょっとそれが弱かったかなと思っていたものですから、質問をいた

しましたけれども、今後きちっとやっていただけますね。 

〇委員長（及川  保君） 煤孫助役。 

〇助役（煤孫正美君） 時期を見て常にそういうことで北海道の方に要望していきたいという

ふうに思っております。 

 以上でございます。 

〇委員長（及川  保君） ほかありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） それでは、次に入ります。 

 238ページ、２項河川改良費から249ページ、５項都市計画費、２目公共下水道費まで、質疑

のある方はどうぞ。 
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 18番、加藤正恭委員。 

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤ですが、244ページの２目港湾建設費、ここでの財源の問題

なのですが、地方債で５億4,250万円ということで、財政課長の説明では交付税措置がこの５億

4,200万円の50％という説明があったのですが、50％ではなくてもう少しあるような気がするの

ですけれども、50％で間違いありませんか、交付税措置が。 

〇委員長（及川 保君） 辻経営企画課参事。 

〇経営企画課行財政担当参事（辻 昌秀君） 港湾のこの財源の町債の種類なのですけれども、

一般公共事業債という種類でございます。通常の充当率については、通常債と言われる30％、

それであと拡大分ということで60％、本来のルールは90％ということでございますけれども、

例年財源対策としての調整分というのを要望して、ほぼ満度についているということから100％

計上してございますけれども、以前は拡大分とか調整分、調整分については８割とか、そうい

う算入だったのですけれども、２年ほど前から一般公共事業債についてはどの種類においても

50％ということに変わりまして、それで現在は50％ということになっております。これは、平

成16年度発行分から50％の算入率に変更になっております。 

〇委員長（及川 保君） 18番、加藤正恭委員。 

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤ですが、16年度から50％に措置されているというのですが、

そうすると白老町の持ち出し分といいますか、それが港湾建設に相当大きく響いてくるような

気がするのです。以前は相当数が交付税措置されているというふうに我々は認識していたので

すが、16年度から50％、これが逆に50％が45に減らされる可能性も考えられるとすれば、大き

な財政圧迫につながるのではないのかなと思うのですが、そのあたりは当局としてはどのよう

にお考えになっておられますか、今後の見通しとして。 

〇委員長（及川 保君） 辻経営企画課参事。 

〇経営企画課行財政担当参事（辻 昌秀君） 今後の償還についての財源の確保の見通しとい

うことのご質問かと思います。 

 それで、16年度発行分からそういう算入率が変わったということで、一応それを前提に財政

改革プログラム、これは平成16年の12月にまとめてございますけれども、この中で当然そうい

う前提の中で町債の発行額というのをある程度限度額を定めて、一応８億7,000万円ということ

で定めて、一応その償還見通しの中ではそれを織り込んだ中で収支見通しを立てていると。そ

ういうことからすると、ある程度その発行水準を基本的に定めている範囲内であれば一応償還

していけると、交付税の算入分も加味して。そういうとらえ方をしております。 

〇委員長（及川  保君） ほかありませんね。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） 次、248ページ、３目公園費から261ページ、６項住宅費、３目住宅

建設費まで、質疑のある方はどうぞ。 

 13番、斎藤征信委員。 

〇13番（斎藤征信君） 斎藤です。255ページの街区公園の里親制度の問題につきまして、これ
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今里親事業というのが公園全体の何割ぐらいにできているのか、登録人員はどうなっているか、

そのあたりを伺います。 

 それと、もう一つ、259ページの町営住宅の改修の問題ですが、歩いていてサッシ窓に取りか

えてほしいという要望が私どものところにも耳にかなり入るのですが、その取りかえが必要な

数というのはどのぐらいあるのか。それから、要望の多いと思われる公住は大体集中している

のかなというふうにも思いますけれども、どのあたりの要望が多いのか、そのあたりを伺いた

いと思います。 

〇委員長（及川  保君） 後藤建設課長。 

〇建設課長（後藤光雄君） まず、公園の里親の関係でございます。平成17年度までに13団体

が里親として活動されております。平成18年度では、さらに里親になっていただけますよう要

請をしながら、５団体を追加したいなというふうに考えております。全体でどの程度の割合か

というふうなご質問でございますが、17年度末までではまだ４割程度かなというふうに思って

おります。 

 それから、公営住宅の改修の関係で、サッシの取りかえの必要数などというふうなことでご

ざいますが、ただいまおっしゃられましたように要望されているのは当然ですけれども、古い

公住が主なものなのです。緑ケ丘団地や西団地、それから美園団地でも古い方からそういうこ

とになっておりますけれども、大変申しわけございませんが、どれだけ取りかえが必要かとい

うふうなことは現在把握しておりませんが、要望の都度に私どもの職員が現地に赴きまして、

取りかえをしなくてはならないのはもちろん取りかえますが、修理で済むものは修理の中で対

応させていただいております。 

 以上でございます。 

〇委員長（及川  保君） 13番、斎藤征信委員。 

〇13番（斎藤征信君） まず、里親制度の場合に、今全体の数からいって４割程度ということ

は、最初の思惑よりもまだ少ないのかなという、まだまだやっていかなければならないのでは

ないかというふうに思いますけれども、この公園の美化についてはなるべく町内会の方に譲り

ながら、そちらで頑張ってもらおうという形でつくられたものですから、現在の美化状況、公

園の美化状況はどういう状況になっているのか。まだまだ町で手がかかって大変というような

状況にあるのかどうなのかということが一つ問題になるかと思います。 

 次に、公住の修繕なのですが、建築後の年数がたっているわけですから、見ていますと窓枠

がもう全然動かせない。すき間があいたらあいたっ放しで、冬になるとビニールを張らなけれ

ばならないと。そんなようなあけたてができないというようなことで、寒さが大変だという声

なのです。だから、要望があれば直してやるということではだめなのではないかと。ある程度

調べて計画的に修繕計画を立てなければ、そして少しずつやっていかなければならぬ。今答弁

にありましたように、全面的に改修はできないにしても計画的に修繕できるものはどこまで修

繕できる、取りかえていくものは何年計画で取りかえていくとか、そういうような改築計画と

いうのが必要ではないかというような気がするのですけれども、そのあたりについて伺います。 
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〇委員長（及川  保君） 後藤建設課長。 

〇建設課長（後藤光雄君） 先に里親の関係でございます。委員おっしゃいますように、まだ

里親の充足率といいましょうか、それは十分ではないというふうな認識は持っております。先

ほども申し上げましたように、18年度も新たに取り組んでいただけますように各町内会さん、

あるいは町内会だけの里親ではございませんので、それぞれの団体の方々にもお話をしていき

たいなと思っております。 

 それから、公営住宅の関係でございます。確かに窓が閉まったまま、あるいはすき間があい

ている、それは確かにそういう部分もございます。私どもの方にしましても、そのまんま放置

するというふうな考え方は持ってございませんし、先ほど私の答弁の中で要望があればという

ふうなことですが、確かに要望がもちろんあって行くのは当然ですけれども、委員おっしゃい

ますように全体の公営住宅そのものが耐用年数が過ぎていると。たしか18年度ですべての公営

住宅が耐用年数、平家の方ですけれども、過ぎていく状況でございます。まだまだ建てかえと

か、それから以前にもこの場でお話し申し上げましたが、ストック活用計画のもとにそれを基

本として今進めようとしておりますけれども、全部が全部すぐ改修になるというふうなことで

はございませんので、それは緊急を要するといいましょうか、古い部分といいましょうか、そ

ういった部分から進めてまいりたいと、そういうふうに思っております。 

〇委員長（及川  保君） 13番、斎藤征信委員。 

〇13番（斎藤征信君） この里親制度も白老の協働のまちづくりという部分の一つ基本にかか

わる部分かなというふうに思って見ているわけですけれども、自分のところでできているから

威張って言うわけではないのだけれども、やはり町内会ごとに最大の協力はしていかなければ

ならぬだろうというふうに思うのですが、できない場合に、このできない条件は何なのかとい

うことを調べておられるのか。やはりそこら辺できない条件があるのであれば、どういう手だ

てをとらなければならないかということを考えなければならぬのではないのかなというふうに

思いますけれども、どんなふうに働きかけているのか、そのあたりを伺います。 

 公住の関係につきましては大体わかったのですが、私が言いたかったのは年次計画でも立て

て、そして少しずつでも直していくということで言えば、待っている人が安心できるのではな

いかと。やはりいつ直してもらえるかわからないからという不安がますます寒さを厳しくさせ

ているのではないかという気もするものですから、そのあたりの措置をよろしくお願いしたい

というふうに思います。 

〇委員長（及川  保君） 後藤建設課長。 

〇建設課長（後藤光雄君） 里親の関係でございます。確かに協働のまちづくり、これを基本

として里親制度があるわけでございます。若干説明させていただきますと、基本的にはそうい

う里親制度にのっていただいて、それぞれの公園の里親さんになっていただきたいということ

でございますが、こちらから強く要請をするというふうなことは里親の精神といいましょうか、

そういった部分からするとちょっと違うのかなとは思います。ただ、先ほど私答弁いたしまし

たように、やはりそうは言いながらもまずは地先の町内会さんなのかなというふうに思います。
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それから、町内会さんでなくて、例えば朝霧区の公園の会、町内会組織ではなくてと言いなが

らも朝霧区に住まわれている方々でつくっている公園の会なのですが、そういったふうに里親

は基本的には任意団体も含みますので、広く実は呼びかけてはいるのですけれども、ご質問の

できない条件というのは何なのだというふうなことでございます。具体的にはないのかなと。

もしあるとすれば、それは施設、例えば木が大きくなって木の面倒が見れなくなったとか、そ

ういったその公園それぞれの持っている状況といいましょうか、そういった部分ではなかなか

取り組めない状態というのがあるかもしれません。公園一つ一つをとって、それらのできない

条件というのはないと思います。それから、働きかけにつきましては先ほども言いましたよう

に任意団体も含みますので、広く声をかけていきたいなというふうに思っております。 

 それから、公営住宅の関係でございます。先ほどの答弁と繰り返しになりますけれども、老

朽化しております。斎藤委員おっしゃられるように、それは計画的にというふうなことは当然

あると思います。先ほども申し上げましたけれども、古くなっている部分とか、地区によって

は傷みのひどい部分もございますので、それらを勘案して進めていきたいなというふうに思っ

ております。 

 以上です。 

〇委員長（及川 保君） 18番、加藤正恭委員。 

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤ですが、257ページ、（１）、建築確認申請の件なのですが、

非常に建築が今落ちているというような話なのですが、過去二、三年の建築確認申請の受け付

け件数、もしわかれば教えていただきたいと思います。 

 それから、今全国的に問題になっております耐震強度の偽造の問題なのですが、私は素人で

すから、ちょっとわからないので、教えていただきたいのですが、今まで確認申請というのは

過去、大分前ですけれども、道の方で許可を受けたりしていたのですが、何年か前からは町で

受けれるようになったと。権限移譲というのですね。そういうものが出てきたと。それによっ

て、この耐震強度の件で白老ではそういうものは問題はないとは思うのですが、そのあたり白

老町で確認申請の審査を受けるのと、それから白老ではできないものとがあるやに聞いており

ますが、そのあたりの基準はどういうふうになっているか伺いたいと思うのですが。 

〇委員長（及川  保君） 後藤建設課長。 

〇建設課長（後藤光雄君） まず、建築確認申請の過去の件数ということでございます。まず、

平成13年度で白老で扱っている件数が106件、平成14年度で105件、平成15年度で89件、平成16

年で78件、平成17年で56件でございます。 

 それから、偽造の関係でございます。まず、３月15日に北海道が発表しました偽造の関係で

の調査結果でございます。構造計算書の偽造があったものとして112件、そのうち旭川や苫小牧

を含む特定行政庁が行ったもの13件……済みません。これは、浅沼建築士がかかわった部分と

いうことでご理解いただきたいと思います。 

          〔「かかわっていないのも出ていますね」と呼ぶ者あり〕 

〇建設課長（後藤光雄君） はい。それで、道が扱った案件として21件、札幌市が78件という
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ふうになっておりまして、我々市町村段階におきまして……我々といいましょうか、旭川や苫

小牧を除く市町村でございますが、その中では21件と先ほど申し上げましたけれども、この21

件の中には白老町分については入っておりません。その中で、さっき言いました112件あるわけ

ですけれども、偽装がありますというふうに偽装申告のあったものが33件でございます。それ

は、すべて札幌市内のマンション、アパート関係でございます。 

 それから、白老町が……加藤委員おっしゃられますように数年前までは道の案件でございま

したが、一部改正になりまして白老町で扱う案件がございますが、それはまず例えば木造であ

れば３階建て以上とか、あるいは面積要件がございますけれども、延べ床面積で500平米を超え

るとか、そういうのが道の案件でございまして、それ以下の部分が白老町で、白老町で基本的

に扱える部分としては、一言で言ってしまえば通常の住宅というふうになってございます。 

 以上です。 

〇委員長（及川 保君） 18番、加藤正恭委員。 

〇18番（加藤正恭君） 大体わかりました。 

 それで、過去に、例えば数年前に道時代の建築物がそういう対象物としては考えられる、こ

こで言えば３階以上ですか。そういうものが白老町には建物としてはなかったのか。そういう

耐震性の構造計算というのですか。構造計算というものをするような対象物はないのかどうか、

そのあたりはどんなものですか。押さえておりますか。そのあたりはどうでしょうか。 

〇委員長（及川  保君） 後藤建設課長。 

〇建設課長（後藤光雄君） 大変申しわけございません。ずばり申し上げまして、押さえてご

ざいません。ただ、偽造問題が発覚しましたのは阪神・淡路以降の規制が厳しくなったことに

よるものでございます。それから、すべて行政がやっていたものが一部指定検査機関といった

ところに、いわゆる民間機関ですけれども、そういったところで検査できるようになったこと

から発生したものでございます。白老町にはございません。 

〇委員長（及川 保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。257ページの住宅管理費で２点ほどお尋ねをしたいの

ですけれども、１点は本当に単純なことなのですけれども、住宅地図なんかを見ますと公営住

宅の空白の部分が随分……住宅地図ですよ。町のものではないです。随分空白の部分があるの

ですけれども、例えばダブってというか、親子で申し込んで１カ所で住んでいるとか、何かそ

ういうのが随分あるのかなという気もするのですけれども。それから、公営住宅へ行っても表

札がほとんどない。ないから、いないということではないとは思うのだけれども、そういうと

ころのチェックなんかは以前に聞いたときにきちっとやっているというようなお話があったの

だけれども、そういうチェックなんかがどのようにされているか、まず１点お尋ねをしたいと

思います。 

 それから、ストック活用計画については私も承知をしております。それで、例えば今次に古

いのは西団地という、本町公住と一般的に言うあそこの部分かなと思うのだけれども、建てる

よりも今のものに、今の公住に要求があるのであれば直しても入っていただいた方がかなり効
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率的ではないかというふうに私は思うのです。それで、そういう意味でふろがないというのが

やっぱり一番の今の欠点なのです。あの状況でどういうふうにふろをつければいいかというの

は、おまえはどう考えているのだと言われたら、ちょっと困りますけれども、ふろをつけてあ

げても、新しいものを建てて高齢者の方々に１戸ずつ入っていただくよりも、今のところで本

当にふろをつけてあげて、高齢者の方なんかは、独居の方は入っていたいという方は結構いら

っしゃるのです。そういう方策を考えた方が新しい住宅を建てるよりも財政的には私は軽いの

ではないかというふうに思うのです。そういう意味での政策転換というか、それがストック活

用計画を含めてあるのだと思うのだけれども、そういう政策転換、ふろをつけるというような

ことも含めた政策転換は考えられませんか。 

〇委員長（及川  保君） 後藤建設課長。 

〇建設課長（後藤光雄君） まず、住宅地図に名前の書いていないところがたくさんあるとい

うふうなお話でございます。それに伴いまして、町ではどういうふうなチェックをするのだと、

こういうふうなご質問でございますが、まず住宅地図の調査をされたときは、恐らく大渕委員

今おっしゃられましたように表札のないところもございますし、ただ表札がないからといって

入っていないとは調査に来られた方だってわかるかなとは思うのですが、ない以上やっぱり空

欄とせざるを得ないのかなというふうに思います。 

 では、例えば親子などのような場合というふうなことですけれども、例えば高齢のご夫婦と

そのお子さん夫婦といいましょうか、いわば２世帯の親子のような場合は考えられますが、２

部屋を借りて運用しながら使っているとか、そういった部分は入居の際に十分チェックしてお

りますので、ございません。ただ、さっきも言いましたけれども、２世帯がそれぞれにという

部分は中にはあるかもしれません。ただし、それは隣同士になるかどうかは、これは入居の順

番の関係もございますので、なかなかそういうこともないのかなというふうに思います。 

 それから、西団地のように老朽化した部分についてはふろを整備するとかして環境を整えた

上でというふうなお話でございますが、確かにふろをつけるスペースがないというのはござい

ます。今のままではちょっと無理かなというふうに思っております。ストック活用計画の中で

は、西団地と緑ケ丘団地の代替として新しい団地をつくろうというふうなことで考えておりま

して、ほかにもまだふろのない団地はあるのですけれども、まず西団地から申し上げれば建て

かえの対象として今計画しております。 

 以上です。 

〇委員長（及川 保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。理事者にちょっとお尋ねをしたいのですけれども、

法律的に今許すのであれば、やはりそういう古い団地を要望している方がいらっしゃったら、

残して入っていただくと。建てかえるよりも安いかどうかというのは、ちょっと僕は済みませ

ん。わからないで聞いているのだけれども、安いのであればそういう活用ができないのか。そ

れはなぜかというと、今待っている方がいらっしゃると。今の答弁にもありますように待って

いる人がいると。実際にはいっぱいで入れないと。新しく建ててもそこへ移った場合は、新た
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な人は入れないと。ですから、この間のような職員住宅も利用してはどうかというような提案

になっていくのですけれども、私は例えば西団地というのはブロックでできていると思うのだ

けれども、本当にそこに独居や高齢者の夫婦で入っていたいのだというような方が入っていれ

るような措置がとれないものか。もしそうだとしたら、やっぱりふろぐらいは、今の答弁では

難しいということはあるのだけれども、ふろぐらいはやっぱりつけなくてはいけないだろうと

思うのです。それでも２億円なら２億円かけて16戸なら16戸建てるよりも安いのではないのか

なと。住民もいいし、まちもいいというふうになるのであれば、やはり少しぐらい建設省とけ

んかしてもそういうことは私はやるべきではないのかなというふうに思うのですけれども、そ

れが私の言う政策転換の一つなのだけれども、やっぱりそういう形で考えないと新たな人が入

れる住宅がなくなってしまうのです。幾ら新しく建てても前の人が入ったら入られないわけで

すから、そういう形で政策転換をし、なおかつ経費というか、町財政に寄与するというような

ことができないものなのですか。 

〇委員長（及川  保君） 煤孫助役。 

〇助役（煤孫正美君） お答えいたします。 

 公営住宅関係のことなのですけれども、確かに今言われるように今現在の補助制度の中で住

宅改善事業という補助制度が現在あります。それは、要するに部屋が狭いときには２戸で１戸

にしてしまうだとか、それからバリアフリーの関係ですけれども、そういう形でするのであれ

ば補助の対象にしてあげますよというような、要するに限定的なものが今補助の対象になって

おります。今言われましたように地域の事情を考えて、そういう形でやるということについて

は、我々も国の方にはお話ししておりますけれども、現在の制度の中ではちょっとそれはない

ということでございます。しかしながら、やはり財政事情を考慮して、ある程度確保できるの

であれば、やっぱりそういうことも当然考えなければならないだろうというふうには思ってお

ります。それで、先ほど言われましたけれども、本年度にやはりあいている住宅、それを公営

住宅ではなくて町営住宅という、公営住宅にしますとまたいろんな規則が入ってきますので、

公営住宅ではなくて町営住宅としていろんな町民の方のご希望にたえるような形で進めていく

というのがまず当面今回考えたことでございます。今言われたようなこともこれからも建設省

住宅局の方に、やはり地域の事情を考慮してもう少し幅をきかせていただきたいというような

ことはお願いしてまいりたいというふうに思っております。 

〇委員長（及川  保君） 飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 今の助役にちょっと補足させていただきます。先般、昨年ですが、ニ

セコ町が公営住宅の老朽化が進んで、要するに今までどおり使うと。要するに住宅としては限

界が来ているということなのですが、そのまんま使えるようにしたと。あれは特区でやったは

ずなのです。あのときはたしか白老も、３町が一緒にお願いしていたはずなのです。ですから、

今までの例えば西団地、構造的に許されるのであればぜひやりたいと思っています。なぜかと

いいますと、私も実は選挙をやったときに日の出の方をちょっと回ったのですが、じいさん、

ばあさんがいましたり、ばあさんだけというところもあったのですが、いろんな話を聞いたの
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ですが、要するに新しいところは家賃が高くなるわけです。ですから、今の家賃のままででき

れば何とか使いたかったと。要するにふろだけあればいいのだという話は聞いたのです、結構。

ですから、今委員言われたようにユニットで例えば20個、30個を一回に買うともっともっと安

くなります。それで、助役の方の補足になりますが、構造的に許されるのであれば、例えば部

屋全部つぶさなくても若干の改造で建てるよりも絶対安いはずなのです。ですから、白老の最

大の課題は住宅のあき待ちと町外から勤めに来ていると。それは何が原因かといったら、住宅

がないということが原因なのです。ですから、そういう観点から考えると、今の古い団地の活

用については十分検討する余地があるのではないかと思っておりますので、ご理解いただきた

いと思います。 

〇委員長（及川  保君） ほかありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） それでは、９款消防費に入ります。262ページから275ページまでの

消防費全般について、質疑のあります方はどうぞ。 

 12番、吉田和子委員。 

〇12番（吉田和子君） 265ページの救急活動について伺います。 

 この10年間ぐらいのデータを見ますと、高齢化率の上昇によって救急車の利用率というのは

65歳以上がかなり多いということで、1.6倍ぐらいになっているのではないかということなので

す。このデータというのは全国的なものですから、白老町は高齢化率が27％ということになっ

ていますので、この10年間あたりの救急車の利用率というのはどれぐらいになっているのか、

その点１点伺いたいと思います。 

 それから、273ページの、私はこれ防災で伺っていいのではないかなと思って伺うのですが、

防災対策として今回道の方で木造住宅の耐震度の相談体制をするという、本年度秋から。支庁

ごとにやっていくということでちょっとあったのですけれども、その中の内容は81年度の６月

以前の建物がかなりやっぱり心配があるという、そういうデータを出しながら、本当は全部相

談に乗るのですけれども、支庁ごとに相談に乗るということで、そういう体制ができ上がるの

ですけれども、やはり住宅を持っている方は阪神大震災の状況の中で、80％以上の方が圧死で

亡くなっているということがありますよね。そういうことから不安を抱いているということで、

この対象になる住宅というのはかなり多いのかどうなのか。相談体制で十分な人数で何日もや

るわけではないと思いますので、相談に行く方が知らないということであれば大変残念なこと

だと思いますし、無料でということですので、一応相談だけですけれども、そういうことを含

めて自己診断をする体制も、何かホームページで出すとそういう自己診断もできるということ

も一緒にその報道の中に載っていたのですけれども、そういった点の対応というのはどのよう

にされていくのか。もちろん公共施設とか、そういうところは国とか道でやっていきますけれ

ども、個人住宅というのはやっぱり個人の責任でやっていかなければいけないことだと思いま

すので、しっかりその辺の情報の提供とか、そういったことが必要ではないかなというふうに

思いますけれども、その点のお考えを伺いたいと思います。 
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〇委員長（及川  保君） 前田消防長。 

〇消防長（前田登志和君） 救急の件数ということだと思います。10年間といいますか、５年

間の状況のデータしか現在ございませんけれども、平成12年から出動件数が12年は850件、13

年は814件、14年は900件、平成15年は909件、平成16年は937件、それと17年につきましては943

件と、このような件数になってございます。 

 件数につきましては以上でございます。 

〇委員長（及川  保君） 後藤建設課長。 

〇建設課長（後藤光雄君） 個人住宅の耐震の関係の相談ということでございます。私どもの

方には、まだ具体的にどういうふうな体制で、どこでどういうふうにというふうな部分はまだ

道から連絡が入ってございません。ただ、そういうふうな流れで今道が進めているというふう

な、そこまでしか実は入っておりません。確かに個人住宅ですので、それぞれの所有者の方の

責任というふうなことになると思います。道の通達といいましょうか、道の体制がどうなって

くるのか、その辺を見きわめながら十分な情報を提供していきたいと、このように思います。 

〇委員長（及川  保君） 12番、吉田和子委員。 

〇12番（吉田和子君） 今の出動数を見ていますと、1.5倍にはなっていないのかなというふう

にちょっと感じたのですが、出動、救急車の要請というのはタクシーで済むのではないかなと

いうことの要件がかなり多いということで、消防体制は救急車は３人出場すると聞いているの

です。消防体制、人員の体制とか、余り変わっていないですよね、この10年間、台数的なもの

とか。そういったときに、一つの対策として重なることがあったかどうか私はわかりませんけ

れども、そういった場合に救急度の度合い、相手との対応、問診によって、それによって早く

出すとか、それから相手にそれはちょっとこっちの方ではないかというような、そういった指

導体制をとってやっていく必要が今後出てくるだろうと。その質問体制も何かマニュアルみた

いなのがあって、そういう対応をしていくということなのですが、白老町では件数的には大体

１日に３回くらいかな、平均すると。やっぱり重なることというのは余りないのかどうなのか、

それからそういった対応を強いられたことがあるのかどうなのか。今後の対応として、今の体

制と同じ体制でいくのではないかなと思いますので、そういう面での心配事ということは今後

ないのかどうなのか、その点を伺いたいと思います。 

 耐震度の方は、今後の対応として検討していただきたいと思います。よろしいです。 

〇委員長（及川  保君） 前田消防長。 

〇消防長（前田登志和君） 救急出動に関する状況のご質問でございます。現実的には患者さ

んと申しますか、の電話のやりとりだけで出動のするしないを決めるのは大変難しい問題でご

ざいまして、やはりどのような状況であっても要請があった場合については現場までまず行っ

て、確認して処置をするということを原則としております。 

 それで、出動体制でございますが、虎杖浜、竹浦地区につきましては今西部出張所、本署に

つきましては北吉原から社台までというふうな一応の体制はとっておりますけれども、基本的

にこちらの方は救急車が２台ございますので、まず１台救急車が出ます、こちらの方としまし
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て。竹浦、虎杖浜地区でありましたら、虎杖浜地区からまた出ますからいいのですけれども、

こちらの方でダブるとか、そういうような場合につきましては消防隊の方から一時救急の方に

乗りましてこちらに対応します。そのときには非番者を招集して、次の体制を整えるというふ

うな形をとっております。 

 以上です。 

〇委員長（及川 保君） 18番、加藤正恭委員。 

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤ですが、271ページ、消防庁舎整備事業の…… 

〇委員長（及川 保君） マイクお願いします。 

〇18番（加藤正恭君） 失礼しました。18番、加藤ですが、271ページの消防庁舎整備事業、こ

れは防災センターと並立してやると、こういうことで大変喜んでいるのですが、これによって

共用できる部分というのがあり得るのかどうか。今までの消防庁舎よりも近代的なものが恐ら

く設備されると思うのですが、お互いにフォローできるような部分があるのか。片一方は国の

施設で片一方は町ですよということになって、お互いに助けたり助けられたりするようなもの

が考えられるのかどうか、設備的に。そういうことを１点伺いたいと思います。 

 それから、町債の関係なのですが、３億6,900万円、約３億7,000万円、これは交付税措置と

いうのはどのくらい考えていいのかどうか、その点伺いたいと思います。 

〇委員長（及川 保君） 長内総務課参事。 

〇総務課交通防災担当参事（長内正男君） 消防庁舎と防災センターの合築によって設備関係

というか、それで要するに共用できる部分があるかというお話でございます。今防災センター

の方で考えておりますのは、執行方針でも申し上げましたように各部屋、そういうものについ

ては要するに共用するということでお話をしてございますが、設備関係についての共用できる

ものというのは、例えば電気設備ですとか、例えば暖房設備ですとか、そういうものは要する

に各施設ごとにつくるよりも一体でつくった方がいいということで、そういう部分での共用部

分はございますが、消防が実際使う設備、そういうものについての共用できる部分というのは

ないと思います。 

 以上でございます。 

〇委員長（及川 保君） 辻経営企画課参事。 

〇経営企画課行財政担当参事（辻 昌秀君） 町債の交付税措置の質問でございますけれども、

消防庁舎整備事業の起債の種類は一般単独事業債ということで、先ほど港湾で言った一般公共

とちょっと違っていまして、これは役場庁舎も同様の性格なのですけれども、基本的には単独

事業という部分では交付税措置はないということになってございます。 

〇委員長（及川 保君） 18番、加藤正恭委員。 

〇18番（加藤正恭君） 18番。町債のことはわかりました。 

 せっかく防災センターと消防庁舎がドッキングするので、消防庁舎と目的は全然違うにして

もお互いに情報として共有できる部分があるのではないのかなと、災害の場合なんかは。そう

いうときは、お互いに白老にも同じような情報が入るというか、そうすると行動が非常に早く
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対応できるのではないのかなという気がするのですけれども、その点せっかく併用して、ただ

予算の面が助かるだけの問題ではなくて、お互いに助けたり助けられたりするような施設に持

っていくのが一番結構なことではないかと私は思うのだけれども、何かそういうものは考えら

れないのかどうか伺いたいと思いますが。 

〇委員長（及川  保君） 前田消防長。 

〇消防長（前田登志和君） それでは、現場サイドの方からのメリットといいますか、ご質問

にお答えさせていただきたいと思うのですが、これは有珠山の噴火のときもそうでしたけれど

も、このような大きな自然災害、または国道ですとか、いろんな部分で国の管轄するような災

害、そういうような大災害が発生した場合には国の方と我々市町村の消防といろいろ活動です

とか情報を共有しながら物事を進めていかなければならないと。今委員のおっしゃられたとお

りでございまして、そういうような部分ではそういうふうな建物が一緒でいろいろな情報が入

ってくる、それから指揮命令等、そういうようなことが出しやすくなる、それから活動におい

ても合同的な活動ができるということで、そういうふうないろんな部分でスムーズに物が運ん

でいくと思われます。 

 以上です。 

〇委員長（及川 保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。一つは、常備消防費、263ページで聞きたいのですけ

れども、今定数に対して何人不足、常備消防費の中の消防団員の方は何人不足しているか。国

の基準か何かありますよね。それに対しての不足人員が何人かということが一つ。 

 それと、平均年齢ですけれども、給与費明細表を見ると41歳と。ただ、41歳で高いのですけ

れども、ほかのところが全部１歳ずつ上がっているのに上がっていないのは消防だけで、入っ

ている人がここにいるから、上がらなかったのかなとは思ったのですけれども、ただ41歳とい

うのは常備消防団の団員さんとして高いか低いかということは別にいたしまして、将来的にや

っぱりこれはなかなか大変な状況だなと。前回も聞いたような気がするのですけれども、そう

なりますと上の方の方が消防団から事務の仕事に回って若い方が入らない限り、なかなか大変

なのかなとも思うのですけれども、そういう職員の年齢構成を含めた体制の今後の考え方につ

いてお尋ねをいたしたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 前田消防長。 

〇消防長（前田登志和君） まず最初に、国の基準に対する消防職員の不足ということだと思

われます。国の基準と申しますのは、どんなふうにして決めますかといいますと、ここの白老

町にどれぐらいの密集地とか市街地とか、そういうふうな火災の発生しやすい集落といいます

か、それがどのぐらいあって、それでそこにどのぐらいの消防署だとか署所が必要かというこ

とが決まりまして、そこでどれだけの今度消防車両が必要かと、救急車両が必要かというふう

なことが決まりまして、そしてそれに乗る職員がどれだけ必要かというふうなことで最終的に

その人数を決めております。それで、これは３年に１回行う調査でございまして、15年に行っ

た調査でいきましたら、ちょうど基準数というのが一応そのペーパーでは82名必要ですよとい
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うことになってございました。それに対して現在が51名ということだったもので、62％という

低い数字でございますが、実はこの国で言っています基準というのがいろいろと現状にそぐわ

ないといいますか、ということで去年から大きな見直しをしております。中には、今までは消

防団員の数とか、そういうようなのを考慮していなかった、または兼務、事務職員と現場職員

の兼務の数を考慮していなかったとか、いろいろな消防、それから車両も今までは５人乗らな

ければならなかったよというのが車両がすごく今よくなってきていますので、その人数もこれ

から見直しをするということでございまして、この基準でいけば62％という低い数ですけれど

も、これは決して全国的に見た場合に白老だけがこういう低い数ということではございません

で、そういうふうな状況に即した中でもう一回見直しをするということになってございますの

で、ご理解をいただきたいと思います。 

 それから、高齢化のことでございますが、これにつきましてはなかなか難しい問題でござい

まして、ただ、今理事者にご理解をいただきまして１名、実は今若い者を入れさせて代謝を図

っていただいている部分ですが、ただなかなか年齢だけが個人差といいますか、元気がいいと

か、そういうような部分、ある程度若い方もいますけれども、やはり言えることは健康管理に

留意して、そして体力づくりをやっていってもらうというようなことで、今もいろいろな部分

でそちらの方で体力づくりということで一生懸命進んでいる状況なのですが、大変大きな課題

だと受けとめております。 

 以上です。 

〇委員長（及川 保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 職員の方に何人かからお尋ねしたら、すごく努力されている。体力づ

くりというのですか。すごく努力をされているということは私実は聞いたのです。それで、た

だこれもやっぱり41歳、平均年齢ですからね。ですから、やっぱり限界があるかなという気が

したものですから、無理にどうのこうのではないのだけれども、理事者としてやっぱりこうこ

うこういうふうにしたいというような考え方がもし理事者の方であれば、なければなくて結構

です。あれば考え方だけお尋ねをしたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） この件につきましては、もう10年以上も前からの課題です。それで、

要するに我々が今一番心配なのは、消防長にもよく言うのですが、50歳過ぎた人たちが消防の

一団となって、でははしご車に上ったときにどうなのだと。そういう迅速な、機敏な活動がで

きるのかといったら、なかなか厳しいということなのです。それは、もう本当に今１年で１人

ぐらいずつ採用しても全然間に合う話ではないのです。ですから、考えられる手だては、どう

するかといったら、例えば消防の職員は結構優秀な人材が多いので、一般職の方に入れながら

消防職員の補充をせざるを得ない時期が来るのかなと。これは、するしないではなく、本当に

検討しなければならない時期に来ています。あと五、六年たったら、６割以上は多分50歳ぐら

いの平均になるのかなと思っています。今平均41歳ですからあれなのですけれども、それにし

ても10年たたないで大変な状況になるのかなと、高い人がもっと高くなりますので。そういう
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状況ですので、十分その辺は我々もあらかじめ検討すべき課題として進めておりますので、ご

理解いただきたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） ９番、吉田正利委員。 

〇９番（吉田正利君） ９番、吉田でございます。267ページの火災予防の欄かとは思うのでご

ざいますが、実は消防法が改正になりまして各家庭に火災報知機の設置が義務づけられておる

わけですけれども、これらについてどのような方法で今後指導されていくのか、今の考え方を

お聞かせいただきたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 前田消防長。 

〇消防長（前田登志和君） 火災警報器が寝室が２階にある場合でしたら、それに通じる階段

につきまして設置が必要ですということになりました。新築につきましてはことしから、それ

から既設につきましては５年間の猶予ということでございまして、それの周知方法としまして

は現在のところ町の広報ですとか、その部分とあとは消防団員が春、秋に行っています防火査

察に行って指導してもらうと。あと、女性消防団員の防火訪問等におきまして指導していく形

をとっていきたいと思っております。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） ９番、吉田正利委員。 

〇９番（吉田正利君） 吉田でございます。新築の場合は、確認段階で義務づけられるわけで

ございますので、そう大きな問題はないと思うのですが、一般家庭における設置について、徐々

にということでございますが、例えばことしあたりからそういうふうな意味でこの火災予防啓

蒙活動の中である程度の費用を組んでいるのかと思いましたら、見えませんでしたので、その

点についてお伺いしたわけでございます。 

 それで、ともかく時間たちますと、こういうふうなものもまたいろいろと各個別に問題が発

生する可能性があります。最近量販店とか、あるいは通販でいろいろとＰＲされておるところ

でございます。そういうふうな意味で、町民からのこれらについての質問なんかが出ているか

どうかお伺いします。 

〇委員長（及川  保君） 前田消防長。 

〇消防長（前田登志和君） うちらの方の予防担当の方にそういうようなことで問い合わせの

電話は数件来ておりますし、そういうようなことで量販店、ちゃんとした看板を上げて販売し

ているお店屋さんは問題ないのですけれども、電話等であっせんとか、そういうふうな方には

十分気をつけていただきたいというふうな指導をしております。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） ９番、吉田正利委員。 

〇９番（吉田正利君） ともかくせっぱ詰まった段階で町民に義務づけられているということ

をやっていきますと大変になると思いますので、時間はありますので、ともかくそういうふう

な意味で町民にわかりやすく、理解しやすいような方法で順次啓蒙していただいて、ともかく

問題のないようにしていただきたいと思うのでございます。そういうふうな意味で、この啓蒙
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活動費の中である程度予算化した中でそのような対策を講ずるべきでないかと思うのでござい

ますが、その点はいかがでございましょうか。 

〇委員長（及川  保君） 前田消防長。 

〇消防長（前田登志和君） これの普及活動につきましては、特にこれから始まっていきます

ので、申し上げました消防団員の皆さんに対しての教育といいますか、そういうようなのもこ

れからやっていく計画はございます。まずは、消防団員さんにいろいろとそういうようなこと

をすべて覚えてもらって指導、それから質問があったらそれに答えるような体制をつくってい

きたいと思っております。 

 それで、ここにはあえて載ってはおりませんけれども、事務経費の中で白黒ではありますけ

れども、コピーといいますか、輪転機といいますか、そういうような形で概要を書いた紙を用

意して配っていきたいと考えております。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） ほかありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） それでは、暫時休憩します。 

          休憩 午前１１時０３分 

                                           

          再開 午前１１時２０分 

〇委員長（及川  保君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 それでは、10款の教育費に入ります。276ページから283ページまでの１項教育総務費全般に

ついて、質疑のある方はどうぞ。 

 12番、吉田和子委員。 

〇12番（吉田和子君） 12番、吉田です。283ページのＡＥＤ、自動体外式除細動器のことにつ

いて伺います。 

 ことしは３カ所に設置していただけるということで、早い対応だなというふうに思っていた

のですが、今後の設置の必要な箇所が何カ所ぐらいあるのか。それから、どれぐらいの年数を

かけてその場所に設置をしていこうとしているのか。それと、町の小中学校、それからスポー

ツ施設はいいのですが、高校の場合は道立になりますので、その辺は町から何か設置するよう

に要望できるものなのかどうなのか、その辺をちょっと伺いたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 目時学校教育課長。 

〇学校教育課長（目時廣行君）  ＡＥＤのご質問でございますけれども、今後の町内の施設の

整備でございますが、ことしは３カ所でございますが、あと２年ぐらいかけて２カ所ずつぐら

いというふうに考えております。合わせて７カ所ぐらいというふうに考えております。 

 それから、高校の関係ですが、これについては教育局の方にどのぐらいで設置できるのか問

い合わせと要請をしてまいりたいというふうに考えております。 

〇委員長（及川  保君） 12番、吉田和子委員。 
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〇12番（吉田和子君） 今お話を伺っていますと、あと４カ所ぐらいということは、小学校は

入っていないのかなというふうにちょっと考えて聞いていたのです。小学校も野球チームとか

スポーツチームありますよね。そういった面では必要ないというふうに考えられているのかど

うなのかということが１点と、それからもう一つはこのＡＥＤをつけたところの講習をどのよ

うに考えられているか。ある高校でこのＡＥＤを設置していたのですが、高校１年生の子がこ

ういう状態になったときに、だれも講習を受けている人がいなくて消防署員が来るまで何もで

きなくて、結局はその方は命は助かったけれども、意識のない状態になってしまったというこ

とで、命は助かったけれども、そういう状態になったということなのです。ということは、設

置すると同時に、それを使用する側の講習が、その学校はそれをつけてから３カ月後の７月に

講習会をしようとしていたという予定が入っていたということなのですけれども、設置をして

もこれはいつ使うようになるかわかりませんよね。もしかしたら、１年も使わないのかもしれ

ませんけれども、そういった講習が私は必要ではないかなというふうに思うのですが、その点

を伺いたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 目時学校教育課長。 

〇学校教育課長（目時廣行君）  まず、小学校に配置を考えているかでございますが、小学校

については一番児童数の多い小学校１校を考えております。 

 それから、この講習については当然学校の先生方にこれを覚えていただきたいというふうに

考えていますし、昨年、17年に緑丘小学校のＰＴＡの方たちが講習を受けておりますので、ま

たこういったような同様な形で進めていくように学校側にもお話をしてまいりたいというふう

に考えております。 

〇委員長（及川 保君） 山崎教育長。 

〇教育長（山崎宏一君）  今課長の方から小学校という話ですけれども、これには地域的な部

分がございますので、その辺ももちろん子供たちが多い学校というのは当然考えなければなら

ない部分なのですけれども、地域的な部分もございますので、それも加味していきたいなとい

うふうに考えております。 

〇委員長（及川  保君） 12番、吉田和子委員。 

〇12番（吉田和子君） 今教育長からお話がありましたが、私もどうして人数の多いところで、

少ないところはスポーツをやっていないのかとちょっと今言おうと思ったのですけれども、や

はり地域的なこともきちっと考えて必要性、30万円の機械ですから、決して安いものではない

のですが、やはり子供の安全性を考えていったときに必要ではないかなというふうに思います。

全校にできれば設置されれば大変いいのかなというふうに思います。 

 それと、もう一点、この機械の設置することの意味、もし小学校に設置するようなら、中学

校もそうなのですが、一つの機械というのは子供にとっては興味のあるもので、遊びというか、

いたずらということもあるのですが、今のところ設置したところでは割とそういういたずらは

ないというのは、やはりその設置した理由、それから命の大切さをきちっと子供たちに教えて

いるというのです、そのことを設置することで。そういったことも含めて今後対応するべきで
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はないかなというふうに思いますが、その点をもう一度伺います。 

〇委員長（及川  保君） 目時学校教育課長。 

〇学校教育課長（目時廣行君）  このＡＥＤの設置するその理由というか必要性、これは当然

子供たちに十分説明をしていく必要がありますし、またなるべく目のつく場所に設置したいと

いうふうに考えております。 

〇委員長（及川  保君） ４番、鈴木宏征委員。 

〇４番（鈴木宏征君） 私もちょっと今のＡＥＤで聞いてみたいのですが、これは３台そのま

ま買ってしまう予算だというふうに聞いていますけれども、もう一つはリースで配置するとい

うこともございますよね。ここら辺を検討してみたかどうか、ちょっとお伺いしたいと思いま

す。 

〇委員長（及川  保君） 目時学校教育課長。 

〇学校教育課長（目時廣行君）  リースで借り上げた場合と、それから買い取りの場合、これ

を比較いたしました。まず、リースの場合は５年契約ということで、２年延長して７年までと

いうことです。それから、このＡＥＤの寿命というのですか。大体７年ぐらいというふうに聞

いております。電極パッドは１年半ごとに交換、それからバッテリーというのですか。これが

３年ごとに交換。そうしますと、大体６年でリースの場合と買い取りを比較しまして、バッテ

リーが６年の間１回交換、それから電極パッドが３回交換、その経費を買い取りの場合、加算

して比較した場合に、１台当たり13万4,000円ぐらい金額が差が出ております。３台分合わせま

すと40万円以上の差が出てきますので、そのことで１台さらに多く買えると。買い取りの場合

は多く買えると、このように比較してございます。 

 以上でございます。 

〇委員長（及川  保君） ７番、西田祐子委員。 

〇７番（西田祐子君） 283ページになるかとは思うのですけれども、教職員の福利厚生経費の

ことでお伺いしたいのですけれども、昨今は子供の例えば連れ去り未遂事件というのですか。

そういうようなものもあったやに聞いておりますし、また学校の先生方が学校にいるときに倒

れたという話も聞いております。そういう中で、健康ということなのかどうかはちょっとよく

わかりませんけれども、そういう心のケアというのですか、先生方に対する。多分先生方も日々

大変な思いをしながら子供たちに接しているのではないかなと思います。その辺はどのように

ケアされているのか。もしありましたら、お願いしたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 目時学校教育課長。 

〇学校教育課長（目時廣行君）  西田委員がおっしゃるとおり教職員、学校の先生方の心の病

の方がふえているということです。白老だけでなくて、全道的に先生方の心の病の方がふえて

きていると。そんなことで、北海道教育委員会ではヘルスケアという形で冊子が出ておりまし

て、管理職の方々が日常一般の教職員の心のケア、それから体の健康状態、こういったことを

管理するように指導されております。 

 以上でございます。 
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〇委員長（及川  保君） ７番、西田祐子委員。 

〇７番（西田祐子君） 実は、私の子供もやはり先生が心の病というのですか、精神的に不安

定になりまして、登校拒否というのですか。子供と同じように学校に行かれない状態が続いた

りなどして、その間臨時の先生、教頭先生あたりが授業をしていただいたりもしました。そう

いう影響というのは、非常に子供にとって安定的に授業を受けれる先生がやはりそういうよう

な状態で常にいなくなってしまうというのは、やっぱりちょっと問題があるのではないかなと

思うのです。町としましても、できればそういうあたりももう少しケアしていただきたいなと

思っております。といいますのも白老町では、申しわけありませんけれども、話はちょっと同

じような子供さんの就学援助というのですか。そういうものもやはり５人に１人というのです

か。そういう形で、全国的に東京、大阪では何か４人に１人が、学校に行っている子供たちが

やはり援助をしてもらわなければならないという状況になってきて、最近の新聞報道でも書か

れておりますけれども、やはり金持ちの子は金持ち、そうでない子はそうでない子と、こうい

う格差社会が広がっている中で、いかに子供たちが学力を学校できちっと上げるかということ

が大事ではないかと言われております。きちっと子供たちに授業を受けさせるためには、やは

り教職員の心の問題というのは大事だと思いますので、ぜひお願いしたいなと思います。 

〇委員長（及川  保君） 答弁どうしますか。 

〇７番（西田祐子君） できれば一言お願いします。 

〇委員長（及川 保君） 山崎教育長。 

〇教育長（山崎宏一君）  今西田委員がおっしゃるように、課長もおっしゃるように、全国的

にも非常に多くなってきているというのが実情でございまして、全国的な状況を見ますと例え

ば病欠の60％以上がやはり心の病気というふうに言われてございます。白老もそういう中であ

って、小中学校10校あるわけですけれども、その中にあってもやはり少なくはない部分がござ

います。こういうような状況は、本当に結果的には子供たちがやはりそういうような状況にな

りますと影響が出てくる部分もございますし、当然学校全体として、また校長、教頭もその辺

のケアも含めて非常に時間がかかるという状況にあるのは現実でございます。そういうことか

ら、まだ私の方で柱立てはしてございませんけれども、この４月、５月に今予定しております

けれども、そういうような状況があって、なかなか各学校の先生方だけでは対応がし切れない

部分というのがございます。そういう中で今考えているのは、こういうものを一つの学校の垣

根を越えて何か白老……これは全国的なことですから、白老がどうこうということではござい

ませんけれども、一つの考えとしてなのですけれども、垣根を越えて白老町教育委員会が制度

的なもの、そういうものを早期発見、早期対応できるような、そういうシステムをつくってい

きたいなという実はこういう考えもございまして、４月か５月の予定をしておりますけれども、

ちょっと校長会の方にそういう状況も当然現場として課題となってございますので、そういう

ものを何かやはりトータル的に白老町全町としてどう対応することが先ほど話ししました早期

発見、早期対応というもの、制度になるかちょっとわかりませんけれども、そういうものを対

応していきたいなというような考えを持ってございまして、ちょっと時間かかりますけれども、
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そういうことをこれからちょっと校長会の方に投げかけまして、いろんなアドバイザーの関係

やら、また日常的に例えば退職の校長会の先生方が各学校を回って、そういうような状況があ

るとすれば相談に応じるとか、そんなことをちょっと仕組みとして考えていきたいなというふ

うに考えてございます。 

 以上でございます。 

〇委員長（及川  保君） ほかありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） それでは、次に移ります。 

 282ページから293ページまでの２項小学校費全般について。 

 11番、氏家裕治委員。 

〇11番（氏家裕治君） 11番、氏家です。ここで聞くべきなのか、またあくまで全般的な部分

で聞くべきなのか、ちょっとわかりませんけれども、小学校の教育振興一般経費、289ページ、

（１）番の18節ですか。小中学校の図書の充実事業が17年度で終わったと思いますけれども、

これは何年かかけた計画の中で進められてきまして、これが終わってその効果をどう考えられ

て、またこれからその考え方によっては、まだ継続していかなければいけない部分だとか、充

実をさせていかなければいけない部分が私はあると思うのですけれども、その辺をどうとらえ

ているのかちょっとお伺いしたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 目時学校教育課長。 

〇学校教育課長（目時廣行君）  平成17年度まで、平成15年から３年間図書充実事業の関係で

小中学校あわせて実施してまいりました。巡回図書として、各学校で購入した図書をそれぞれ

小中巡回して回すというようなことでございます。３年計画でちょうど17年で終わったという

形です。17年度に購入した分については、18年にまたがって巡回する形になります。多少不足

した部分については経常経費の中、若干でございますが、購入してそれについても巡回をして

まいりたいというふうに考えております。平成19年以降については、またその状況を見ながら

再度考えてまいりたいというふうに考えております。 

 今回については、子供たちができるだけ新しくていい本を読むと、本を読む習慣をつけると

いうことで効果があるものというふうに考えておりますし、平成17年から学校図書館司書が配

置されまして、子供たちにふさわしい本を選ぶということも各学校においてその担当の先生方

と協議して選んでおりますので、さらにその効果が上がっているというふうに考えております。 

〇委員長（及川 保君） 11番、氏家裕治委員。 

〇11番（氏家裕治君） 11番、氏家です。この事業が始まるときに本の大切さというのが本当

に小学校、中学校でなぜ取り上げられたかというと、心を落ちつかせ、心を豊かにしていって、

授業にも集中力を高めることができると、いろいろな効果があったわけです。それが果たして

教育現場の中でどうとらえているのか。ただ蔵書をして、ただ巡回をさせて、はい、終わりま

したという事業だけではないと思うのです。各現場の声がどう反映されたのかということが一

番大きな課題だと私は思うのですけれども、その辺について教育委員会としてはどうとらえて
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いるのか、この１点だけお伺いをいたします。 

〇委員長（及川  保君） 目時学校教育課長。 

〇学校教育課長（目時廣行君）  子供の読書活動については、学校で本をふやせばいいという

ものではないというのは本当に確かなことです。やはり学校図書館司書が回って、まずその状

況を把握する。それから、先生方とよく協議して話し合いをする。その中で、また図書ボラン

ティアの方を育成していくと。そういった形で子供たちが学校図書館に足を運んで本を借りて

いく。そんな形を積み重ねていくことが大事だというふうに考えております。 

 また、図書ボランティアについても徐々にですが、ふえてきておりますし、お母さんたちも

楽しみながら学校に来て子供たちのために本棚を整理したり、あるいは本の補修をしたりしな

がら、またその中でお母さん同士が情報のやりとりをすると。このお母さんたちが今度家庭に

戻って子供とお話をして、さらに本に親しんでいくという、そういうような状況になってきて

いるというふうに思っております。 

〇委員長（及川 保君） 11番、氏家裕治委員。 

〇11番（氏家裕治君） 11番、氏家です。ちょっと僕は参考までに聞きたいのです。数年前ま

では、小学校あたりでも授業が成り立たないという学級があったり、そういった話も、子供た

ちが騒ぎ出してそれを静止することができないような状況もあったかと聞いておりますけれど

も、そういった部分がこの本の読書活動を通して子供たちが落ちつきを取り戻したり、そうい

った声が現場から聞かれてきているのかどうか、その辺をちょっと聞きたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 目時学校教育課長。 

〇学校教育課長（目時廣行君）  数年前と比較してということ、私は数年前の状況がちょっと

わからない部分あるのですが、最近学校で朝読書を取り入れている学校が多い状況にあります。

朝読書のいい部分というのは、毎日10分ないし15分ぐらいすることによって授業が落ちつくと

いう効果があるというふうには聞いております。それと、それ以外に自宅へ本を借りていって

読むことによって集中力がつくとか、創造力が増すとか、そういういろんな効果もあるみたい

です。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） 13番、斎藤征信委員。 

〇13番（斎藤征信君） 斎藤です。291ページ、校外学習事業経費の中のバスの借り上げ、プー

ル、スケート学習なのですが、回数だとか何かを含めてどんな計算の根拠があってこの数字が

出てくるのか、その根拠を教えてもらいたい。 

 それと、もう一つは、冬期屋外学習入場料というのは、これはポロトのリンクの借上料とい

うのでしょうか。このあたりを教えてください。 

〇委員長（及川  保君） 目時学校教育課長。 

〇学校教育課長（目時廣行君）  校外学習のバスの借り上げにつきましては、平成17年度の実

績を見て、大体大型で10台を見ています。教育委員会でスクールバスを持っておりますので、

そのスクールバスで対応できない分、補充として見ております。 
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 それから、冬期屋外学習の入場料、これはポロトのスケートリンクの入場料です。児童生徒、

それから教員合わせての……これは小学校ですから児童の人数と、それから教員の人数分、合

わせた数になっております。 

 以上でございます。 

〇委員長（及川  保君） 13番、斎藤征信委員。 

〇13番（斎藤征信君） スクールバスで対応しながら、足りない分をこのバスを借り上げてい

るということで大体わかったのですけれども、私がこの質問をするのは、前にもお聞きしたの

ですけれども、最近の子供たちの状況からいって水泳だとかスケートだとか、以前の熱がない

というか、盛り上がりがないというか、本当に子供たちがそれに夢中になるという状況でない

ということを心配しているわけです。学校としても時間がかかるものだから、ここまで来るま

でになるべく時間を減らして、減らしてという言い方は悪いのですけれども、回数が物すごく

減っていると。それで十分子供たちが水泳を覚えたり、スケートを覚えたり、そういう回数で

十分間に合っているのかどうなのかという点ではどんなふうに押さえられているか、それを心

配で聞くのですけれども、おわかりでしょうか。 

〇委員長（及川  保君） 目時学校教育課長。 

〇学校教育課長（目時廣行君）  回数が多いかどうか、ちょっと私もなかなか難しいところだ

なという感じはします。限られた授業時数の中で、あれもやらなければならないというような

状況で。ただ、今の子供の体力、体のことを考えたときには、私としてはもうちょっとふやし

てもいいのかなという考えは持っています。体力づくりの面で、今の子供たちが集団で学校外

で体を使って遊ぶことが少ないという、そういう状況を考えると、もう少し回数が多くてもい

いのかなと。ただ、これは教育委員会の考えではなくて各学校での全体のカリキュラムの中で

考えなければいけませんので、ちょっとその辺は私の考えということでとどめておきたいとい

うふうに思います。 

〇委員長（及川  保君） 13番、斎藤征信委員。 

〇13番（斎藤征信君） 斎藤です。もちろん指導の内容ですから、学校に任せなければならぬ

ことなのですが、私がやっぱり心配するのは虎杖浜、竹浦方面から来ても半日はかかると。水

泳時間10時間でいいものを、行って帰ってくるともう半日かかると。そうすると、２回来たら

もう１シーズン終わりと。これでは水泳の指導にも何にもなっていないという心配で、私たち

が子供たちを見ていったときに、時間をオーバーしてでも自分の学校のプールで時間があれば

水につけてやりたいという思いで過ごしてきたことから思うと余りにも少な過ぎて、これで本

当の体育授業と言えるのかという、そういう心配があったものですから、ですからもちろんこ

れは教育委員会が指導すべきことではない。いろいろなさまざまな条件があって、そういうこ

とになっているのだとは思いますけれども、これは委員会としてもこれで十分なのかどうなの

かという話し合いを投げかけてみる、こういうことはやはり必要ではないのかなと。そういう

状況に今スポーツ関係の教育があるのではないかという気がするものですから、そのあたり見

ておいていただきたいなということなのですが、学習する団体使用の場合はわかったのですけ
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れども、個人でプールやリンクを使う場合に夏休み、冬休み、これらの使用については、もう

休みに入ったのだから福祉バスを使って、元気号を使って自由に行きなさいということに、そ

れでとどめているのか。何とかそれを向上させるためにバスを利用できないのかどうなのかと

いう点では、子供たちはやはりまちを走っているバスでは便が不便だという声もあるのですけ

れども、そのあたりについてのお考えについてちょっと伺いたいなというふうに思います。 

〇委員長（及川  保君） 目時学校教育課長。 

〇学校教育課長（目時廣行君）  夏休み中のプールの利用については、基本的には学校での授

業ではないということで、それぞれ交通機関を利用されてというふうには話をしております。

ただ、夏休み期間中であっても授業の一環として取り組まれる場合が学校によってあります。

その場合については、入場料をただにしていただくとか、その辺の配慮あるいはバスを、小さ

いバスですけれども、それを配慮したケースがございます。 

〇委員長（及川  保君） ほかありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） それでは、次に移ります。 

 292ページから301ページまでの３項中学校費、４項幼稚園費全般について、質疑のある方は

どうぞ。 

 ３番、山本浩平委員。 

〇３番（山本浩平君） ３番、山本でございます。私もどの項目でこれを質問したらいいかち

ょっと迷いまして、関連性を何とか見つけて質問をさせていただきたいと思うのですが、297

ページの中学校体育推進経費というものに絡めて質問をさせていただきます。 

 今総合型地域スポーツクラブというもののご案内が各個人や企業等にいろいろあると思うの

ですけれども、これは町の事業とは別だとは思います。別だとは思うのですけれども、ちょっ

と教育委員会等と兼ね合いがあると思いますので、質問させていただきたいのですけれども、

これいろいろ少子化対策の一つで……構いませんでしょうか。 

〇委員長（及川  保君） 197ページ、この後…… 

          〔「体育振興費」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） になるのです。 

〇３番（山本浩平君） この後の方がよろしいですか。 

〇委員長（及川  保君） よろしいと思います。 

〇３番（山本浩平君） では、その後で。済みません。 

〇委員長（及川  保君） もうちょっと待ってください。 

〇３番（山本浩平君） わかりました。 

〇委員長（及川 保君） ありませんか。 

 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。297ページの白老中学校の体育館の関係なのですけれ

ども、学校を含めた施設管理の基準というものがあるかどうか。何かというと、屋根が漏って
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から修理をするとか、長年置いてから修理をするために修理費がかさみ過ぎるという話を随分

聞くのです。この中学校の場合がどうかはわかりません。ただ、その期間、一定期間中にきち

っと直せば全く問題ないのだけれども、時間を置くことによって経費がかさんでしまうと。そ

れが例えば５年で直すものを６年度、７年度、８年度目で直せば経費が倍もかかってしまうと

いうようなことが実際にあり得るのではないかと私は思うのです。それで、そういう大分前の

ものも今大量にやらなくてはいけないなんていうことになってくると大変なことになるのです。

今回の予算を見てもそういうものが随分、例えば萩の里の関係なんかは結構早いかなとか思っ

ていたのです、今までから見ると。ですから、そういう基準が学校の建物やそういうものであ

るのかどうか。そのことをやることによって、実際には経費がかからないというふうにならな

いのかどうか。そういう基準を含めて対応がされるような状況になっているかどうかだけお尋

ねをしたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 目時学校教育課長。 

〇学校教育課長（目時廣行君）  学校関係の修繕あるいは改修、これについての基準があるか

については、正直申し上げて基準はありません。この白老中学校の屋体については、たしか昭

和53年の建物だというふうに考えています。それ以来屋根の張りかえ、外壁については今回初

めてということです。修繕するに当たって、体育館の場合は相当高さもあります。それに係る

足場だけでも結構な費用になるかと思いますので、大体二十七、八年ぐらいたったのでしょう

か。それで今回初めてということであれば、逆に10年サイクルでやるよりは案外安いのかなと

いうふうには考えております。 

 以上です。 

〇委員長（及川 保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 目時学校教育課長は、その道のプロでございますから、多分そうだと

は思います。ただ、私言いたいのはそれがすべての学校に当てはまるかどうか。例えば立派な

学校をつくって、超過負担をどっさり出してつくったけれども、屋根が非常に複雑で経費がか

かってどうもならぬと。やっぱりそういう時代でもないのです。今の例えば白老中学校の体育

館で言えば、10年サイクルよりも28年サイクルの方がよかったのかもしれない。ただ、現実的

に見たときにそうなのかどうかと。何か事が起こって、壁が落ちてしまったとか、雨が漏った

とか、そのことによってやるのか、それとももっと経費がかからない方法で事前にきちっとや

っていく方法というのは確立できないのか。28年前といったら、町長で言えば３期も４期も前

の話ですよ。その間何もしなかったなんて僕はおかしいのではないかなと。それも予算を使っ

て物事できるわけですから、そんなことに大体なること自体がおかしいと思うのだけれども、

基準ないと言われたらしようがないのだけれども、どこかでやっぱりそういうことをきちっと、

今は学校でやっていますけれども、ほかのところもそうだけれども、何とかそういうことを確

立することはできないのですか、経費を下げるという意味で。 

〇委員長（及川  保君） 目時学校教育課長。 

〇学校教育課長（目時廣行君）  まず、屋根材については最近非常にいいものが出てきており
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ますので、だんだん学校の建物についても屋根材はステンレスを使ったり、あるいは弗素樹脂

鋼板を使ったりということで、大体20年以上もつようなものを選択はしながら、当然その予算、

財源との絡みもありますけれども、高さが高い建物についてはなるべくそういった材料を使う

ようにはしております。また、軒先が先に傷んでくると。鉄板そのものは長もちするのですが、

軒先が傷んでくるとか、そういった問題は出てくると思います。これについては、やっぱり落

ちてくる落下の問題が出てきますので、これがまた何年サイクルでというのは見きわめが非常

に難しい部分もございますので、基準はある程度の目安としてはつくれますけれども、必ずし

もそれごとに工事をしなければならないという基準は非常に難しいのではないかというふうに

考えております。 

〇委員長（及川 保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。ちょっと私プロではないから、そこはわからないの

だけれども、ただちょっと記憶が定かではないですけれども、例えば去年だったと思うのです

けれども、緑丘小学校を直した後見に行ったのだけれども、何人かの議員さんでやっぱりこれ

でやったのかと、仕事を。言っていましたよ、実際に。ということは、サイクルが長ければい

いというものではないと思うのです。それは、学校施設、今は学校施設のことを言っています

けれども、全体的に見てやっぱりそういうことを定期にきちっとやっていくことが結果として

私は経費が安くなるような気がしてしようがないのです。そのときどっとかけてやるよりも、

もっと事前に手を打ったり、調査をしてやると。ですから、去年の緑小を見ても町側が直して

きれいになったと言ってもこっち側は何だ、これで直したのかというふうな意見になっている

のだと実際は思うのです。それは素人目かもしれません、プロではないから。だけれども、そ

ういうものというのは難しいかもしれないけれども、一定のサイクルでやる方法は考えるべき

だと思うのだけれども、どんなものでしょう。ちょっとしつこ過ぎますか。 

〇委員長（及川 保君） 山崎教育長。 

〇教育長（山崎宏一君）  今の大渕委員さんのそういう建物の管理という面から見れば、やは

りそういうものを早目に、早目に手当てをしていくことが結果的には金額の部分または管理す

る部分においても長もちをしていくというのは実際かなというふうに思います。 

 それで、今までのことは今までといたしまして、確かに各学校を回ってみますと、大なり小

なりは別にしまして、体育館を含めて雨漏りという現状は実際にございます。そういう中で、

今後当然教育委員会としてもある程度の基準はちょっと別にしまして、やはり早目にペンキを

塗る、そういうことによってまたこれが保存ということからいけば長もちをするということも

あります。今おっしゃったように、やはり実態的にはどうにもならなくなって手をかけるとい

うのが、言葉は悪いのですけれども、そういう実態も現実にありますので、ですから今後各小

中学校を含めまして、財源的なこともあるものですから、なかなかそれでは一遍にというわけ

にいきませんけれども、少なくともそういう計画を立てながら、町側にもその辺の財源的なこ

ともご理解いただきながら進めることが最終的にはやはり学校を物件として長もちさせるとい

うことにつながりますので、その辺はそういう考え方で今後いきたいなというふうに考えてお
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ります。 

〇委員長（及川  保君） 暫時休憩をいたします。 

          休憩 午前１１時５９分 

                                           

          再開 午後 １時００分 

〇委員長（及川  保君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 先ほどの教育費の続きになりますが、ほかありませんか。 

 ７番、西田祐子委員。 

〇７番（西田祐子君） 学校運営経費とか、中学校の方のとかもちょっとどこの項目になるの

かよくわからないのですけれども、例えば学校の教材費というのですか、生徒さんお一人お一

人の。小学校に入学にしたときとか、中学校もそうなのですけれども、各学期ごとにいろいろ

なドリルを買ったりとか、いろいろなことありますよね。附属品の何かいろいろなものを学校

の方から、先生の方から言われて各家庭で買うのが結構あると思うのですけれども、そういう

ようなものというのは、町内業者さんとかは使われているのでしょうか。数字とか、細かいも

のまでは必要はありませんけれども、どういう状況なのか少し教えていただきたいなと思いま

して。 

〇委員長（及川  保君） 目時学校教育課長。 

〇学校教育課長（目時廣行君）  教材は、各自負担されている教材費ですね。教育費で予算化

しているものについては町内業者を使うように、それは教育委員会の方から指導をしておりま

す。 

〇委員長（及川  保君） ７番、西田祐子委員。 

〇７番（西田祐子君） 予算化されているものは町内業者を使われるということなのですけれ

ども、では個々の親が負担する分についてはいかがなのでしょうか。 

〇委員長（及川  保君） 目時学校教育課長。 

〇学校教育課長（目時廣行君）  これについては、細かい調査はしておりません。なるべく町

内業者という話はしていますが、町内業者で取り扱っていないものもあるとは思うのですが、

その辺細かい調査はしておりません。 

〇委員長（及川  保君） ７番、西田祐子委員。 

〇７番（西田祐子君） 町内業者の方をぜひ使っていただきたいなと思いますのは、正直言い

まして学校の方からこれを指定しますという形でこういうふうに来るのです。子供のことです

から、なくしてしまったり、壊してしまったりとかあるのです。そうすると、新しいものをお

願いしてもそれまでしばらくない状態が続いてしまうと。正直言って町内業者の方にお願いす

れば、一個でも二個でもやはり在庫があるということがありますので、何とか間に合うのです

けれども、絵の具１本にしても何かないと本当に不便だなというのはつくづく感じているので

す。もう一つ、それとやはり町内の業者さんの方から、できるならそういうものも自分たちで

扱えるものを扱わせてほしいという声をよく聞くものですから、その辺ぜひご検討願いたいな
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と思いまして。 

〇委員長（及川  保君） 目時学校教育課長。 

〇学校教育課長（目時廣行君） 西田委員から言われたこと、ごもっともな部分ありますので、

その辺あわせて学校側にお願いの形で話をしていきたいというふうに思っています。 

〇委員長（及川  保君） 12番、吉田和子委員。 

〇12番（吉田和子君） 293ページの中学校費のところでちょっと伺いたいのですが、この予算

の中にスクールカウンセラーのものがのっていなくて、去年のも探しましたが、のっていない

ものですから、これはきっと道の方の関係で出してくれているのではないかなというふうに思

うのですが、ただ、今厚生労働省の方で全国公立中学校全校にスクールカウンセラーを配置す

るという考えがあるみたいなのですが、この場合は白老町は今２カ所ですよね。その２カ所に

配置するにも専門家なので、なかなか専門家を見つけるのが大変だという話を伺ったことがあ

るのですが、今後そういうふうになったときに、先ほどの教師のいろんな精神的な部分だとか、

子供の不登校とか、今心の部分の問題がかなり多いですので、スクールカウンセラーの存在と

いうのはかなり大きなものがあると思うのですが、これが各中学校ということになるとかなり

行き届いた指導、それから相談体制ができるのではないかというふうに思うのですが、そんな

点でもし全校配置になったときに今後、これは決まったことみたいなのですが、そういう専門

家を導入するための手だてというのはつくっていけるのかどうなのか。どういうところからそ

ういう人たちを連れてくるのか。この胆振管内なら胆振管内の範囲で探さなければいけないの

か、その点どうなのかちょっと伺いたいと思います。 

 それと、もう一つ、これは幼稚園費の方なのですが、301ページの幼稚園費の方で、今年度に

なるのかどうなのかわからないのですが、幼稚園で子育て支援センターを設置するのではない

かというお話を伺ったのですが、それはそうなのかどうなのか、その点ちょっと伺いたいと思

います。 

〇委員長（及川  保君） 目時学校教育課長。 

〇学校教育課長（目時廣行君）  学校カウンセラー、スクールカウンセラーのことについてお

答えをいたします。 

 まず、北海道教育委員会の方から全校カウンセラーを配置するという通知というのですか、

文書はまだ参っておりません。報道では、そのようなお話は確認しております。 

 それで、カウンセラーはなかなか人が足りないという現状で、仮にいたとしても非常に忙し

いということで、白老町の場合は一人ではちょっと賄い切れないということでお二人にお願い

をして、その中で時間調整をしながらという形でやっております。お一人は今室蘭工業大学の

先生と、もう一人は札幌の病院の先生ということで時間を調整して来ております。今室蘭工業

大学の先生は、赤十字社の方も担当しているものですから、災害があったときに、海外で地震

があったというときにはヘルスケアというのですか、メンタルヘルスケアという形でそちらの

方に出かけるということがあるものですから、なかなか時間がとれないと。平成18年度は、ま

た別な方を探すというような形で今各機関にお願いをしております。したがいまして、平成18
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年も女性の方、もしかしたら２人と。今までは男性と女性だったのですが、ちょっとこの辺も

う一人今何とか探していると、こういう状況ですから、全校配置になるとまた全校に１人ずつ

ではなくて、２人ぐらいで全校を回って歩くと、こういうような形になろうかというふうに考

えております。 

〇委員長（及川  保君） 渡辺子ども課長。 

〇子ども課長（渡辺裕美君） 幼稚園というのは、さくら幼稚園にということでよろしいです

か。今のところ、さくら幼稚園に子育て支援センターを設置するというお話は、教育委員会と

しては承ってはいません。ただ、18年度から幼児教室といいまして３歳未満の２歳、３歳児の

お子さんを対象にした週数回の教室を開くということは受けております。 

〇委員長（及川  保君） 12番、吉田和子委員。 

〇12番（吉田和子君） スクールカウンセラーの方はなかなか厳しいということで、これは全

校配置という前にそういう方々を育成していかなければいけないのかなというふうに思いなが

ら聞いていました。わかりました。 

 今幼稚園にもそういうような形でなるということなのですが、苫小牧市さんでは公立の保育

所も含めて７カ所で子育て支援センターを開設するということがありましたけれども、白老町

は保育所はまだ支援センターとしてそういう稼働をしているところはないのですけれども、今

後白老町としても子育て支援センターを各保育所に設置するというお考えはないのかどうなの

か、その辺を伺いたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 渡辺子ども課長。 

〇子ども課長（渡辺裕美君） 子育て支援センターを保育園にというのは、考え方としては必

要性は十分理解ができるところです。現実今子育て支援センターという名称はうたってはおり

ませんが、それぞれの保育園においては子供だけではなくて、保護者のいろいろな育児の相談

ですとか、それから精神的な負担に対してのお話を聞くですとか、そういうようなものも含め

てサテライト的な役割ということでそれぞれの保育園が今、事業としてはうたっていませんが、

活動としては現実行っている状況です。これから本当に子育て支援センターが各地区にあると

いう、保育園それぞれ各地区にあるものですから、各地区にあるというのが理想であろうとい

うのは認識しております。それにつきましては、本当にニーズも含めてこれから調査をしてい

きたいというふうに考えております。 

〇委員長（及川  保君） 12番、吉田和子委員。 

〇12番（吉田和子君） 子育て支援センターの役割を果たしているということなのですが、国

としてはそういう支援体制をかなり強行に行っていますので、できれば形としてきちっとつく

って、補助金をもらうならもらって、きちっとした形でやっていった方がいろんな形で拡大も

していけると思いますし、そういう面の方法として考えるべきではないかなというふうに思い

ます。答弁は要りません。 

〇委員長（及川  保君） ほかありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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〇委員長（及川  保君） 次に進みます。 

 300ページ、５項社会教育費、１目社会教育総務費から311ページ、２目公民館費まで、ござ

います方はどうぞ。 

 12番、吉田和子委員。 

〇12番（吉田和子君） 307ページの成人式のことについて伺いたいと思います。 

 ことしも私は成人式に参加させていただきまして、大変子供たちも大人らしく、大人になっ

た感じで静かな形で聞いていましたし、白老青年の方々のつくったビデオ上映も大変私は感動

しながら、子供たちも喜んでいたのではないかなというふうに思いました。その中で、町民の

方々からちょっと何点か言われたのですが、記念品なのですが、今回は石けんだったというこ

とで、必要がないということで捨てられていた例がかなりあるということを伺ったのです。ど

うせ出すのであれば、もうちょっと考えて出すべきではないかというお話があったのですが、

この記念品の選び方、それから考え方をちょっと伺いたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 坂本社会教育課長。 

〇社会教育課長（坂本 譲君） 成人式の記念品の件ですけれども、成人式の記念品につきま

しては毎年予算的にはお一人1,000円ということなのですけれども、できるだけ記念に残るもの

をということでこの予算の範囲内で毎年毎年頭を悩ませるところなのですけれども、今回につ

きましては一応青年会を中心にいろいろ実行委員会を組んで準備をしているのですが、その席

上で一応青年、実際に成人式の該当者も入った中でいろいろ議論された結果、今回は地場産品

を優先すべきだという意見になったということで石けんになったというふうに聞いております。 

〇委員長（及川  保君） 12番、吉田和子委員。 

〇12番（吉田和子君） 私もちょっと伺いました。この虎杖伝説・石けんというのは、地産地

消で地元でつくっていますし、大変自然に優しいということなのですが、そういった説明が子

供たちにされたのだろうかということなのです。せっかく環境によくて、地産地消でこんない

いものがあるのですよということを一つの説明もなく、ただ石けんをもらった方たちはわから

ない。使った方はわかるのです、よさが。でも、使わない方はわからないのです。ただの石け

んなのです。何で石けんなのだろうと。年配の方は、泡となって消えるような石けんが記念品

なのと言った方もいるというのです。私は、それぞれの受けとめ方ですし、町が真剣に考えて

やったものだから、それはそれぞれの考えでいいと思うのですが、私はもうちょっとその意味

をきちっと２分でも時間をとって、そして子供たちに今回の記念品はこんなものなのですと、

これはこういう効果があって、こういうことで自然に優しくて、自然と環境に優しいものを使

いましたということの説明があれば、私はもうちょっと違う使われ方がされたのではないかな

というふうに思うことが１点。 

 それから、もう一点なのですが、これは課長が答弁できるかどうかわかりませんけれども、

成人式というのは私は一生に１回のことだと思っています。子供が20歳になったということで、

親も一つの段階としてとらえていますし、子供たちにとってもやっぱり20歳まで育てていただ

いたという親に対しての感謝の日でもあると思っているのです。そういうことからいくと、敬
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老会は毎年あります。それで、１人200円下がるとかという話がありましたけれども、毎年2,800

円ぐらいの予算を使ってやっています。１人1,000円という記念品の代金が私は妥当なのかなと、

それならなくてもいいのではないかなという考えもあるのです。やるのであれば、もうちょっ

と本当に成人の記念になるようなもの、もうちょっと金額が張ってもいいから、どっちかにす

るべきではないかなというふうに思うのです。お話を伺いましたら、記念写真も撮るのだそう

です。その記念写真は、個人個人で購入をしていただくということらしいのです。必要ない方

は買わないから、それでいいのかもしれませんけれども、その辺どうなのかなと。石けんより

は写真の方がいいのではないかなとちょっと考えたりもしたのですが、1,400円だか、何かちょ

っと高いので、予算オーバーなのですという話も聞いたのですけれども、その辺の考え方、前

からばらまきはだめだということですので、出産祝金がどうだとか、そういうことは全部それ

は、それはという感じでのけられてきたのですが、この成人のお祝いの20歳のときに家族にと

っても朝早くから母親は起きて着物を着せたりとか、支度をさせて出したりとか、１日親が走

り回って本当にその日を祝おうという形になっているのです。そういった面で私は、もしかし

たらこれは私の考えでおかしいと言われればそれまでなのですけれども、家族で地元で食事を

できる食事券3,000円とかを渡して、家族で懇談をしながら、地元しか使えないと、そういった

ものに変えるとか、それとも何か残っていくものを子供たちの希望を聞きながら、子供たちに

そういうことを任せて運営をしていくとか、ちょっと他の市に聞いたら子供たちが全部運営を

やって、場所も全部自分たちで設定してやっているということも聞きました。そのことからい

くと、この成人式のあり方というのをもうちょっと考えてもらいたいなというふうに思うので

すが。 

〇委員長（及川  保君） 坂本社会教育課長。 

〇社会教育課長（坂本 譲君） 今回の記念品につきましては、説明書等を配布してというこ

とも話があったのですけれども、実際にはそこまで徹底できていなかったということで、今後

そういった地場産品等を使うに当たりましては、本当に趣旨なり内容をわかるような形で徹底

していきたいなというふうに思っております。 

 それで、記念品のことにつきましては、金額的なこともあるのですけれども、実際に成人式

が終わった後反省会なり、また社会教育委員の会とか、いろんな会にちょっとご相談申し上げ

ましていろんなご意見を伺いました。それで、実際には1,000円程度であれば大した記念になる

ものがないのだから、要らないのではないかとかいうお話もありますし、またせっかくの記念

なので、金額ではなくて何とか本当に記念に残るような形のものということで、例えば式典の

ときに映像を流したのですが、それを例えばＣＤ化して成人者に配るとか、あと式典、すべて

１日の成人式の映像を記録してそれを後日配布するとか、何かやっぱり成人式に出たという記

念になるようなものを金額的にはそんなにかからない形でやってはいいのではないかなという

ようなご意見もいただいていましたので、今後はやはりせっかくの記念の式典ですので、でき

るだけ幅広いご意見をお伺いして、またいい形で進めていければなというふうに考えておりま

すので、ご理解願いたいと思います。 
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〇委員長（及川  保君） 12番、吉田和子委員。 

〇12番（吉田和子君） この間国会で少子化の大臣と、それから蓮舫さんとやりとりしていま

した。子育てにどれだけの予算をとれたのかと、全体の予算の何％なのだと、そういう話をし

ていましたけれども、私は今お話を伺っていたら、やっぱり記念品の限度額、どうなのだろう

かと。多いか少ないかという議論をされているということなのですが、成人式のあり方を記念

品も含めてもっと抜本的に変えるべきではないかと。これは、予算措置というのは教育委員会

が特にとれるものではないと思いますけれども、町としても高齢者の敬老会と、それから長寿

祝金だけで1,500万円のお金を使っているのです。もちろん人数も多いです。成人者は大体200

人ぐらいにだんだん減ってきていますよね。そういった部分では、１人1,000円で20万円の予算

なのです。本当にそういうことを見ていくと、長寿祝金も毎年、これはもらう人は毎年ではな

いのですけれども、敬老会は73歳過ぎると毎年やっていただいていますよね。そういった部分

で、もうちょっと違った形で若い青年たちを今後の白老の中で育てていく、そういう意味でも

私はもうちょっと抜本的に考え直すべきではないかなというふうに思いますけれども。 

〇委員長（及川  保君） 坂本社会教育課長。 

〇社会教育課長（坂本 譲君） 成人式のあり方なのですけれども、これにつきましてはもう

何十年来以降いろいろと議論がございます。それで、今までもいろいろ工夫をしまして、そし

てまた本当に成人を迎える方たちが何が一番この式典にふさわしいのかどうか、何を望んでい

るのかというようなことも十分今までいろんな方たちのご意見なりを伺いながら検討してきた

ということで、それで現在は去年から青年団体連絡協議会を中心に若い感覚でとりあえずやっ

てみようということで実施しております。そして、２回を開催したわけですけれども、来年に

向けてもさらにやっぱりもっともっと本当に成人という意義を十分考えて、そしてまた該当す

る成人者の意見も聞きながら変えていきたいなということで、これがすべてということではな

くて、毎年毎年どういうふうにしたらいいかというようなことで検討しているというのが実態

でございます。そんなことから、またいろんな会なり、いろんな方のご意見をお伺いして有意

義な成人式にしていきたいなというふうに考えておりますので、よろしくご理解をお願いした

いと思います。 

〇委員長（及川  保君） 三國谷助役。 

〇助役（三國谷公一君）  ご質問の趣旨は、高齢者に係る経費といわゆる子供、青年に係る経

費のかけ方のお話だというふうに思うのですが、吉田委員も十分ご承知の上でのご質問だとい

うふうに思いますが、確かに今の例で出されました長寿祝金でありますとか、それから敬老会

というのは、これは長い歴史の中で長寿の健康を祈ったり、またそして長年のご労苦に報いる

ということで継続した事業でございまして、前の加藤議員…… 

          〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇助役（三國谷公一君）  ええ、そうです。そういう中で実質事業を実施し、これはまた別の

角度があるというふうに思います。ただ、子供のことに関してもご存じかと思いますが、例え

ば医療、福祉、教育という観点でいきますと、今吉田委員はその部分だけでおっしゃっていま
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すが、成人式でおっしゃっていますけれども、かかっている経費はこれもやはり相当なものが

ございます。ただ、その辺のやはりバランスといいますか、お年寄りも大事だけれども、子供

のことも大事だよということでのご質問だというふうに思っております。ただ、その辺はわか

りますが、今のご質問の中では成人式のあり方、今坂本課長の方からもお話ありましたけれど

も、十分にやはり成人の目で有意義な成人式にしていくということでございますので、その辺

ご理解をいただきたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 13番、斎藤征信委員。 

〇13番（斎藤征信君） 同じ307ページ、森野の施設管理の問題なのですが、680万円かけて管

理をしているわけですけれども、管理をしていくのにこれだけの大きな金がかかっている。そ

れだけに見合う活用というのがされているのかどうなのか。やはりあそこの場所というのは、

本当に何とか再生するというか、そういう形でいきたいなというふうに思うのですけれども、

これに見合う活用がされているかどうか伺いたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 坂本社会教育課長。 

〇社会教育課長（坂本 譲君） 森野のふるさと体験館の活用の件ですけれども、平成16年度

の６月からスタートいたしまして、現在２年目ということなのですけれども、現状のままで有

効に活用するということで、現在はほとんど改修等には手を加えていない状況でございます。

その中で何とか有効利用、活用しようということで、平成16年度につきましてはいろんな消火

栓等の整備もありまして実際的には７月過ぎ、８月からだったのですが、953名の利用というこ

とで、平成17年度につきましては２月末現在ですが、1,992名の方が利用しているということで、

まだ２年ですけれども、かなり活用については予想以上にされているかなということです。あ

と、予算的には体育協会の方に指定管理ということで680万円ほど支出しておりますが、ほとん

どが管理費ということでございます。人件費、職員２名分ですか。あとは、ほとんどが光熱水

費、維持管理費ということで、ソフト面につきましては予算的にはほとんど措置されておりま

せんけれども、一応指定管理者の方でいろんな事業、ソフト事業を企画立案して実施している

という状況でございます。 

〇委員長（及川  保君） 13番、斎藤征信委員。 

〇13番（斎藤征信君） 相当な人数が利用されているということを大変うれしく思います。た

だ、改修しないでそのまま利用をするという方針というのはわかっていたのですけれども、や

はりあそこにある以上、森野のにぎやかさを取り戻すとか、大滝線のあの路線を何とか中継点

として目の引くものになれればいいなというふうには思ってはいるのでけれども、やはりその

ためにはこちらでも子供たちもたくさん使えるというふうなものになればいいなと。特に学校

へ通う子供たちが、自然になかなか触れられない子供たちが学校行事だとか何かでみんなで行

っていろいろな体験をしてこようと、そういうものになれればいいというふうに思うのですが、

そういうような方向で物が考えられているのか、使い方として何か今後考えられているような

ことがありましたら教えていただければと思いますが。 

〇委員長（及川  保君） 坂本社会教育課長。 
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〇社会教育課長（坂本 譲君） 活用の方法なのですけれども、17年度につきましては先ほど

申し上げましたとおり40の団体が使われているということで、町内では保育園から小学校、中

学校、高校まで幅広く利用いただいていると。あと、文化団体、それとスポーツ団体、あと大

学では駒澤大学のゼミというような形で、結構広範囲に使われていますけれども、今後につき

ましては体験館独自でメニューをつくりたいなということで、ただ施設を利用しに来るばかり

でなくて、そこに行けばこういうようなことができますよということで、森野の周辺の自然と

か環境をそこに行けばわかるようなメニューをつくっていきたいということで今担当の方と検

討中でございます。 

〇委員長（及川  保君） 13番、斎藤征信委員。 

〇13番（斎藤征信君） よくわかりました。 

 それで、あとお聞きしたいのは冬期間の利用、夏の利用だとか冬の利用というのはいろいろ

あると思うのですけれども、なかなか冬にあそこを利用するというのは難しいことなのかなと

いうふうにも思うのですが、冬期間の利用がどうなっているのかということと、もう一つは文

教施設として制限というのがございましたよね。それが解除になるというのはいつごろなのか。

それが解除されれば、またいろんな使い方というのはあるのかなというふうにも思うのですが、

それはどういうふうになるのでしょうか。 

〇委員長（及川  保君） 坂本社会教育課長。 

〇社会教育課長（坂本 譲君） 冬期間につきましては、現在歩くスキーが中心的に利用され

ているということで、歩くスキーの同好会の方たちの定例の練習会場とか、あと体験館でも歩

くスキーを貸し出ししておりますので、一般の方も利用に結構来られているという状況です。

あと、冬場で寒いのですけれども、いろんな学校の親子レクリエーションであるとか、いろん

な少年団、子供会の活動ということで、冬場は寒いのでどうかなと思いましたけれども、結構

そういった形で利用はされているということで、スキー場もありますし、雪も多いところです

ので、そういった特色を生かしたようなまた事業も組んでいけるのではないかなというふうに

考えております。 

 それで、施設の関係ですけれども、当初研修施設という位置づけでオープンいたしましたけ

れども、現在プレハブの校舎があるのですが、そちらを利用しなければ建築基準法上、もとの

こだま園であれば宿泊はできますよというようなお話をいただいていますので、基本的にプレ

ハブの方の校舎を使わずに、あそこは閉鎖といいますか、物置がわりに使いまして、そして宿

泊については旧こだま園を活用すると。あとは消防法上、消火器、消火栓でなくて非常灯とか

誘導灯であるとか火災報知機であるとかということで設置すれば宿泊施設として利用できます

ということなものですから、その辺を一応今整備している状況で、４月以降からは研修施設で

はなくて宿泊研修施設という形でＰＲできるかなと。また、そういった形での利用も考えてい

きたいなということでございます。 

〇委員長（及川  保君） ９番、吉田正利委員。 

〇９番（吉田正利君） ９番、吉田でございます。307ページの虎杖浜児童クラブについてお伺
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いいたします。 

 長年父兄による自主運営管理を実施しておりました浜っ子の家が今回教育委員会並びに町当

局のご努力によって改修計画に運んだということは、非常に地域の期待感も大きいのではない

かと思うのでございます。そこで、今回この教員住宅を一部改修のようでございますが、この

改修の内容についてひとつお知らせいただきたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 渡辺子ども課長。 

〇子ども課長（渡辺裕美君） 改修する場所は、教員住宅をというふうに考えております。教

員住宅のスペースが玄関、それからトイレ、台所、おふろ等も含めまして全部で約50平米くら

いの広さということなものですから、もう少し子供たちが活動するのに広いスペースを欲しい

というふうに考えておりまして、建物の横に壁を抜いて横出しのような形で部屋をつくりたい

というふうに考えております。それと、今改修したいと思っている教員住宅は道路沿いにある

ものですから、玄関が道路に向いております。子供たちが急に出た場合に、道路から車が来た

りというようなところでちょっと危険があるということで、玄関を学校の向きの方に移動をさ

せて安全を確保していきたいと、そういうふうに考えております。 

〇委員長（及川  保君） ９番、吉田正利委員。 

〇９番（吉田正利君） 児童クラブそのものの目的はいろいろとあると思うのでございますけ

れども、今回の場合は長年虎杖浜地区の父兄の運営でやっておりました。そういうようなこと

もございますので、ともかく今後いろいろな体制の中で課題になってくることが多いのではな

いかと思いますけれども、児童クラブになりますと４年生以上が入所制限を受けるということ

になると思うのでございます。それで、それらについて今どのようなお考えを持っておられる

かお伺いしたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 渡辺子ども課長。 

〇子ども課長（渡辺裕美君） 利用につきましては、一応小学校３年生までを基準という形で

考えております。ただ、そのお子さんの状況によりましては３年生ではやはり終えられないと

いう状況がありますので、今回18年度からの利用につきまして、今までも一部やっていたとこ

ろはあるのですが、余りにも学校または児童クラブから自宅までの距離が遠過ぎると。どうし

ても保護者の送り迎えがなければ１人で帰るには危険度が高いと、そういうようなお子さんで

すとか、それから心身にやはりいろいろな課題をお持ちのお子さん、そうなりますとやはり３

年生で切るというのは、そういうお子さんがお一人で留守番をするというのもなかなか難しい

ものですから、そういうようなところで何点か追加をいたしまして、そこのところにつきまし

ては実際にそういうような４年生になっても利用したいと考えている保護者の方と個別に相談

をする中でどうしても必要であるということが認められる場合については、ここのところで利

用をしていただくということで考えております。 

〇委員長（及川  保君） ９番、吉田正利委員。 

〇９番（吉田正利君） 現在の改修計画、その他のいろんな管理上の問題もあると思うのでご

ざいますが、実質的にこの事業が実施できる月度は何月ごろになるのか、お考えでしょうか。
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ひとつよろしくお願いします。 

〇委員長（及川 保君） 山崎教育長。 

〇教育長（山崎宏一君）  これにつきましては、基本的には町営でやるのは４月からというこ

とになりますけれども、今言ったように改築の部分があるものですから、その時期が当然今は

冬期間ということでございますので、実態的には工事にかかるのはやはり４月の中以降だとい

うふうに考えております。したがいまして、なるべく早い時期というふうに考えておりますが、

めどをつけますと早くても６月ぐらいかなという予定ではおりますが、なるべくご不便をかけ

ない早い短期間の中でやりたいというふうには考えております。 

〇委員長（及川  保君） ４番、鈴木宏征委員。 

〇４番（鈴木宏征君） 私も303ページの放課後児童対策事業経費でちょっとお聞きしたいので

すが、今虎杖浜の児童クラブが改修工事をしてそちらでやるという形なのですが、今ある児童

クラブも大半が学校の中の空き教室を使ってやっておりますよね。それで、虎杖小学校の空き

教室ということも検討されたと思うのですが、その結果どうなったのかということと、それと

将来のことなのですが、この児童クラブを民間に委託するという、そういう考え方というのが

持っているかどうかということをちょっとお聞きしたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 渡辺子ども課長。 

〇子ども課長（渡辺裕美君） まず、空き教室の活用というのを検討したかということですが、

それにつきましては検討させていただきました。学校にも実際に伺って、スペース的にどうな

のかというところを学校の校長先生等も含めまして協議をさせていただきました。ただ、どう

してもつくり自体がオープンスペースの部分が多くありまして、どこかの１カ所を児童クラブ

で利用できるような形に部屋があったとしても２階との仕切りがない分、逆に上で学年の高い

お子さん方が授業をして、下で児童クラブの年齢の低い子が児童クラブで活動しているという

ような、どうしても児童クラブの自由な中での遊びになりますので、騒音といいますか、子供

たちの声が多く聞こえてやはり授業なんかにいろいろと支障があるですとか、実際に今あいて

いる部屋自体がどうしても確保ができないですとか、そういうような部分がありまして空き教

室を利用させていただくということが無理であるという、そういう結論の上で今回教員住宅の

一つを改修するということを考えました。 

 それと、民間委託についてなのですが、今回の虎杖浜を含めまして五つの児童クラブになる

わけですが、現状の中ではやはり今の体制をもう少し充実をしていきたいというところがあり

まして、町としてはこれからも町営という形で進めていきたいというふうに思っています。た

だ、それぞれの委託先になるところ、そういうようなところが、実際にこれから委託を受けら

れるような、そういう可能性のあるところが出てきたときには、将来としてはそういうことも

視野に入れて考えていかなければならないというふうに思っております。 

〇委員長（及川  保君） ４番、鈴木宏征委員。 

〇４番（鈴木宏征君） 改修費がやっぱり500万円ぐらいかかるわけです。この費用をかければ

今の間仕切りとか、そういうものの考え方からいけば、今までのとおり一切そこのところでや
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れて、お金をかけないでやれるということであれば大した問題視はしないのですが、これを500

万円ぐらいかけての改修をしないとできないということであれば間仕切りをつくるとか、今の

話であれば。そういうふうに長い目で見ないとだめなので、今のつくったところだって、今の

増築した部分が新しくなるのでしょうから、全体から見たら何十年もたっているような古い建

物ですから、将来のことも考えればやはり少しお金かけても学校の中で展開できるということ

が将来的にも安定して運営できるかなというふうに思ったのです。そういうことで、それも検

討したということですから、500万円ぐらいかければそういう部分も改修できて中にできるので

はないかなというような気もあってそういうお話をさせていただきました。 

 それと、児童クラブの民間の委託の部分なのですが、構成を見ていますとやっぱり学校を退

職した先生ですとか、あとはそういう経験のない方もおりますけれども、町には結構そういう

退職された先生ですとか、それに適したような方というのですか、そういう方はかなりおりま

すし、ＮＰＯ法人ですとか、そういうものを立ち上げると、それは相手がいることですから、

立ち上げていただけるかどうかというのは別なのですが、やっぱり方向を見ていくと蔵あたり

もＮＰＯ法人を立ち上げて蔵をやると。経費運営をしてもらっているとか、方向としてはやっ

ぱりそっちの方向で民間委託というものを積極的に進めていくという方向にありますし、町内

にもかなりそれに適している人材というのもたくさんおりますので、将来は今課長もおっしゃ

ったように考えていくということであれば、そういうところも何かできるのをただ黙って見て

いるのではなくて、やっぱり行政としても積極的にそういう方向に向けて少しアドバイスをす

るとか、そういう方向にいっていいのではないかなと思うのですが、その辺をもう一回ちょっ

とお願いします。 

〇委員長（及川 保君） 山崎教育長。 

〇教育長（山崎宏一君）  今18年度から、一部では森野でやっておりますけれども、指定管理

者という部分のお話も当然民間委託という中でこれは視野に入れて考えなければならない部分

だというふうに考えておりますけれども、当面美園児童館、萩野児童館等もこれは今直営でや

っておりますけれども、これも指定管理者という中ではいろいろ児童館または児童クラブとい

う部分で若干違う部分もあるかもしれませんけれども、この児童館等も指定管理者という中で

今後導入が果たして適当かどうかという検討もされることになっておりますので、そういう中

でこの児童クラブについても検討していかなければならない状況にあるのかなというふうに考

えておりますので、児童クラブ、児童館を含めてその辺を検討させていただきたいというふう

に思っております。 

〇委員長（及川  保君） ５番、玉井昭一委員。 

〇５番（玉井昭一君） ５番、玉井です。309ページのコミュニティセンターの関係でございま

すけれども、きのう中央公民館の大講堂で会合がありましたけれども、何せ寒いのです。大金

をかけた割には本当に寒いなと思って、私も我慢できないような状況だったから、今ちょっと

話しするのですけれども、あそこを暖房するのは大変難しいのです。なぜかというと、天井が

高い。それから、今まで床暖房をやっていた。下はコンクリートですと。その中にパイプが走
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っていますから、その中に水が抜けないでいると。エアで抜いたかもしれないけれども、いず

れにしてもコンクリートということは、これを温めるには大変なことです。恐らくヒーターで

熱が上にほとんどいってしまうと。だから、天井の方は温かい、床は寒いのだと、こういうこ

とだと思うのです、簡単に言えば。だから、サーキュレーターでもつけて空気を回せば温かく

なるかなとは思うのですけれども、一番寒いのは床と舞台裏、舞台の方です。あれも全部地下

がコンクリで、そこを温めると温かくなるはずなのですけれども、この辺のことを僕は何も商

売だから言っているわけではないのだけれども、せっかく白老で一番の大講堂が簡単に言えば

死んでいる状況だというふうに思うのです。あそこに人数が多く入ると、人間の熱もあってか

なり温かいのだけれども、やっぱり人数が少ない会合であれば本当に寒い。だから、この辺を

何とか考えてやっていくべきだろうと、できるだけお金のかからぬような方法をもちろん考え

て何とかしなければならぬなと思っております。ですから、それは考えてやればいいというこ

とだから、答弁も何も要らないけれども、そういうことでやってください。 

 以上です。でも、あれば。 

〇委員長（及川  保君） 今のについての答弁を求めたいと思います。 

 坂本社会教育課長。 

〇社会教育課長（坂本 譲君） コミセンの大講堂の件ですけれども、今シーズンも３件ほど

いろいろとご指摘がありました。それで、実際に本当にフル稼働してあのパネルヒーターを大

きなイベントのときには前日から入れっ放しと、夜中じゅうたいているのですけれども、その

ときは、朝行ったときはふわっと温かいのですが、結局準備の段階で扉を全部あけて出入りし

てしまうということになったときに、すっかりそれが抜けてしまったという現状と、あとやは

りステージの上がずっと高くなっているものですから、そこからもすっとせっかく温めたもの

が抜けてしまうというような現状がございますので、これについては何とかしなければならな

いなということで考えておりますので、また玉井委員もいい案があったら教えていただいて、

何とか来シーズンには改善していければなというふうに考えております。 

〇委員長（及川  保君） ５番、玉井昭一委員。 

〇５番（玉井昭一君） ５番、玉井です。今何かいい案がと言ったけれども、僕が今１回目に

話したように、あそこを温めるのはやっぱり舞台の裏、舞台の地下、あそこを温めるのがまず

一つと、それから温かい空気が全部上にいっている。間違いなく３分の１のところに集まって

いるのです、天井の付近に。それをどうやって温かみを返してくるか、その二つぐらいしかな

いと思います。あとはヒーターをふやすだけ。どうやってふやすか。数をふやせばいいだけで

す。それ以上はないのです。だから、その辺のカロリー計算だけすればできると思います。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） 玉井委員、これ質疑のやりとりなわけですから、答弁が不要だとか、

そういうことについては控えていただきたいと思います。 

〇５番（玉井昭一君） わかりました。 

〇委員長（及川  保君） ほかありませんか。 
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          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） では、次に進みます。 

 310ページ、３目図書館費から321ページ、５目仙台藩白老元陣屋資料館管理費まで、質疑の

ある方はどうぞ。 

 11番、氏家裕治委員。 

〇11番（氏家裕治君） 11番、氏家です。313ページ、（２）の図書等の購入経費の中でちょっ

と質問させてもらいたいと思うのです。 

 まず、一昨年に比べると10％減の図書備品購入費、図書の購入費になっています。今までも

いろいろな代表質問、一般質問の中の話を聞いていますと、図書の利用度というのはどんどん

上がってきているような話が私の中ではイメージしているのです。それから、自発的なボラン

ティア団体さんの数もふえてきていると。図書館の利用度というのは、僕は上がってきている

ような気がしてならないのです。この３年ぐらいの統計というのは、僕自身の認識の中では上

がってきていると、そう思って見ますと、一昨年から比べてのこの10％削減の予算措置という

のは何かそれにかわる充実した計画を持ってのことなのか、ただ単に財政が厳しいから、こと

しは10％削減で見ようかというような、そういう予算措置なのか、その辺についてちょっとお

伺いしたいなと思うのですが。 

〇委員長（及川  保君） 坂本社会教育課長。 

〇社会教育課長（坂本 譲君） 図書購入費の減の理由ということでございますけれども、一

応町の予算編成に当たりましての10％マイナスシーリングということを受けましての減という

のが正直なところでございます。ただ、図書購入費につきましては本当に図書館の命と言って

いいくらい大事な部分でございます。その部分を削らざるを得ないということで、当然職員な

り司書とも十分協議した中での判断で、ここを削るのは非常に痛いのですが、かといってサー

ビスが低下してはいけないというようなことで、当然減った分についてはいろんな対応策等も

考えた上でということでございます。 

 以上です。 

〇委員長（及川 保君） 11番、氏家裕治委員。 

〇11番（氏家裕治君） 僕は思うのですけれども、２万1,000人規模の町にしては、あの図書館

自体があのままでいいかどうかということはここで議論するつもりはないのです。その中で一

生懸命あの施設を利用してやっているのはよくわかるのです。ただ、やっぱり計画的な、あそ

こに行ってみるとわかるのですけれども、だんだん人の出入りが多くなってくるということは、

新書の数もどんどんふえてきているから、それについていろいろな人が出入りしているという

のが現実だと僕は思うのです。ですから、確かに財政難で10％シーリングの中でもってここを

抑えなければいけないという、それもわかるのですけれども、何とか今まで教育長を初め、白

老町全体でブックスタートから始まり、本のそういった文化というものを白老の中で根づかせ

てきているということも現実でありますので、何とかその辺の予算措置の中でしっかりした計

画的な部分でやっていっていただきたい。でなければ、せっかく自発的に出てくるそういった
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ボランティアの方々だとか、そういった部分の手当て、いろいろな方策を考えると教育長は言

われましたけれども、そういった面にもつながってくる話ではないかなと思うのです。ですか

ら、その辺についてはやっぱり今後の、来年度以降の話になると思いますけれども、しっかり

とした計画的な予算づけの中で図書館というのは運営していただきたいなと思いますけれども、

その辺についていかがでしょうか。 

〇委員長（及川  保君） 坂本社会教育課長。 

〇社会教育課長（坂本 譲君） 図書館の図書につきましては、図書購入費が幾らあればいい

のかということで、この基準がまずないということで図書館業界といいますか、関係の中では

そういった全国的な平均であるとか、全道的な平均であるとか、人口割に対しての平均である

とかということでいろんなデータが来ます。それを見たときに、例えば図書購入費だけで見れ

ば全国平均が1,094万円です。白老町については400万円を切っているということで、それは２

万人から３万人の人口なのですけれども、そういった意味でいくと本当に白老町は少ないかな

というような感じはしておりますけれども、それは規模にもよりますし、いろんな状況により

ますので、図書館の方もそういった意味では図書館システムなんかも導入しまして、いろんな

道内の各市町村とのネットワークを結んでの総合対策であるとか、そういった例えば図書館に

ない情報、資料であれば、すぐ道立図書館から借りれるとかというそのネットワークについて

はかなり進んでおりますので、そういった意味でも今後それらを有効に計画的に生かしながら、

なおかつ図書の購入につきましても計画的に進めていきたいなというふうに思っております。 

〇委員長（及川  保君） 飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 予算を削りましたのがちょっと私なものですから、私の方から。 

 これは、結構議論したのです。それで、まず現実論としてちょっと考えていただきたいのは、

本屋さんが成り立たないまちというのは本来あり得ないのです。ですから、私の基本的な考え

方は大人の一般の方、自前で買う部分があってもいいはずなのです。ただ、白老の場合は新刊

が出る、本屋さんへ行って買う必要がないような体制まで私はする必要がないという考え方を

しております。２万人の人口で本屋さんのないまちというのは、逆にまた珍しいと私は思って

います。だから、図書館が充実しているからだとは言いません、決して。ただ、そういうこと

を考えるのであれば、逆に私は学校図書の方を充実したいと。我々の昔のイメージは、図書館

というのは専門的なものだとか、何かを調べたいときに行くというのが図書館の一つの大きな

役割だったと思うのです。それを図書館にどんどん来てもらおうということから、新刊も入れ

ます、週刊のはやりの本も入れますということでやるのであれば、一体図書館の機能はどこま

で考えるべきなのかと。要するに読書というのは必要です。子供たちにとって創造力だとか、

そういう部分では絶対必要だというのはわかっているのですが、どこまで公立の図書館の機能

を持てばいいのだということから考えた場合に、私として納得できないのはなぜ本屋さんが成

立しないまちなのだということなのです。ですから、言われるがまま、要求されるがままに私

は予算はつけるつもりはありません。全体を見渡して図書館のあるべき姿だとか、それであれ

ばもっと学校図書の方に充実すべきとか、大人の方は大人で考えていただくというのが基本的
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だと思っています。 

 以上です。 

〇委員長（及川 保君） 暫時休憩します。 

          休憩 午後 １時５９分 

                                           

          再開 午後 １時５９分 

〇委員長（及川  保君） 休憩を閉じて会議を開きます。 

 11番、氏家裕治委員。 

〇11番（氏家裕治君） 11番、氏家です。これが最後の質問になりますけれども、町長、予算

つけるつもりはないなんて、そういう言い方をしては僕はまずいのではないかと思います。そ

して…… 

          〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇11番（氏家裕治君） 聞いてください。図書費の予算措置というのは、僕は決してこれが多

いとか高いとかという議論はしたくないのです。前年度並みのしっかりとした計画の中で蔵書

をしながらやってきているのです。町長言うように小中学校の、先ほども社会教育課長の方か

らも話ありましたけれども、充実事業としての図書のいろんな部分をこの３年間かけてやって

きているわけです。それと連携しながらやってきているのは今の現実なのです。だから、何と

かこの少ない予算、多い予算と僕は言いませんし、少なくともこの予算の中で計画立てた運営

を図書館としてやっていかなければいけないと、僕はそういうふうに思うのです。これ切りな

く言えば、もっとあの施設をこうしてほしい、箱物をまず先につくってほしいと。その中でも

ってこういった空間ををつくってほしいとか、いろんな希望があります。でも、そこまで僕は

言っているわけではないのです。今の現状の中でどうやったら、例えば町民の方々の今の予算

の中でどうやったらそれを満足させるような図書館運営ができるのかということが一番大事な

ことだと僕は思います。だから、町長が言うように白老町内に本屋さんが成り立たないとかな

んとかというのは、それは多分認識の違いだと僕は思いますけれども、買う人は買う人なりに

多分、僕たちもここになければ苫小牧まで行ったり、札幌まで行ったときに何か便がついたも

のは買ってきたりします。だから、決して白老町に本屋さんが成り立たないからとかなんとか

ということはすべての問題ではないような僕は気がしています。ただ、さっき社会教育課の課

長が言っていたとおりに例えばこの予算の中でできないものというのは、例えば学校との連携

だとか、道立図書館だとか、そういったいろんな部分とのインターネットの連携の中で必要と

されるような図書を補充していくだとか、借りるだとかという部分で読者に対しての対応とい

うのはしてもらわなければいけない。そういったものは、だんだんそういったシステムづくり

ができてくるはずですから、やっていっていただきたいと思いますけれども、ただ私がちょっ

と違うかなと思うのはこれ以上の予算をつける気がないとかなんとかという町長の言葉は、僕

はちょっとまずいような気がするのですけれども、その辺についてちょっとお伺いしたいと思

います。 
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〇委員長（及川  保君） 飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 予算があればあるほど買えるのは、これはわかると思うのですが、要

するに新書の対応ができるとかできないのかということなのです。要するに、では新書をどれ

だけ求められて、その対応ができていないのかという状況なのかということなのです。今は一

人でも多くの方に図書館に親しんでもらう、読んでもらうという対応の中でこういう予算をつ

けていると思うのです。ですから、これが今は図書購入で362万円です。 

          〔「333万です」と呼ぶ者あり〕 

〇町長（飴谷長藏君） そうですね、333万円。これがでは444万円あったらいいのかと、555

万円あったらいいのかということなのです。どこの部分までやるかということなのです。では、

今まで新書で入れた部分が１冊ごとの読書率で何回ぐらい読まれているのかとか、そこまでや

らなければならないわけです。ですから、これで対応できるのでないのかと。もっとふやすか

減らすか、これは我々のまだ議論の要するところなのですけれども、いずれにしても予算が厳

しい中で実は10％カットさせていただきました。これがまずいと言われれば、まずいのかもし

れないのですが、ただその要求されるがまま３年間ずっと同じ予算でいきますよだとかという

ことではなく、今全体で我慢してくれという時代でやっているのです。ですから、それをわか

っていただきたいということなのです、私が言いたいのは。 

 以上です。 

〇委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。 

          休憩 午後 ２時０４分 

                                           

          再開 午後 ２時２９分 

〇委員長（及川  保君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 そのほかございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） それでは、次に進みます。 

 320ページ、６目高齢者学習センター費から331ページ、７項給食センター費全般について、

質疑がございましたら、どうぞ。 

 ３番、山本浩平委員。 

〇３番（山本浩平君） ３番、山本でございます。325ページのスポーツ指導者普及事業経費並

びに体育協会運営経費に絡めまして質問させていただきます。 

 昨日設立されました総合型地域スポーツクラブにつきまして何点かお尋ねしたいと思います。

「Ｇｅｎキング」という名前で将来の白老町のスポーツのあり方を占う非常にすばらしいもの

ができ上がっていくのかなという想像はしておりますけれども、何点かお尋ねしたいと思いま

す。実は、設立の準備に当たりまして企業に幾らかのお金を徴収して設立準備金を集めたよう

なのですけれども、その徴収方法が一律でなくて全体でどのぐらい必要だったのかというのも

ちょっと不明なところがございまして、若干戸惑いを感じた企業があったやに私は聞いており
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ました。そこで、それがどうだこうだということに関しては質問はいたしません。将来的なこ

とがありますので、その辺でちょっと心配なものですから質問をしたいのですけれども、まず

総合型地域スポーツクラブのねらい、方向性と申しますか、ねらいとどのような効果が期待で

きるのか。そして、教育委員会としてのバックアップの体制、金銭的なものも含めてですけれ

ども、金銭的なものでなければほかのことでどうやってバックアップしていくのか、まずその

点についてお尋ねしたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 坂本社会教育課長。 

〇社会教育課長（坂本 譲君） 総合型地域スポーツクラブの関係でございますけれども、総

合型地域スポーツクラブにつきましては国のスポーツ振興基本計画の中で2010年までに全国の

各市町村に最低一つは育成したいという計画がございまして、それに向けまして文部科学省の

方で予算を持ちまして全国各都道府県、市町村に指定クラブということで助成金を出して準備

を進めているということで、今回白老町につきましては16年度と17年度、その指定を受けまし

て準備を進めてきたということでございます。 

 それで、このクラブにつきましては複数の種目が用意されているということと、あと子供か

ら高齢者まで、それと初心者からトップレベルの競技者まで、さらには地域のだれもが年齢、

興味関心、技術、技能レベルなどに応じていつまでも活動できるクラブですということで、従

来の日本のスポーツククラブにはちょっとないようなこれからのスポーツクラブということで

国の方で進めている事業でございます。これについての効果ということになりますと、２年間

白老町の準備のためにいろんなスポーツの団体の指導者の方あるいは関係者の方といろいろと

協議を重ねてきたわけですけれども、白老町においてはスポーツ少年団から社会人のスポーツ

クラブまで盛んに活動が展開されているという実態でございますけれども、現在子供たちが減

ってきて、各小学校区で一つの種目のチームが組めないような状況になってきているというこ

とで、このクラブを設立することによって子供たちにいろんな種目への選択肢が生まれるとい

うようなことが考えられると思います。あと、もう一つは、今までどちらかというと行政主導

でクラブのいろんな教室をやったり、いろんな展開をしてきましたが、このクラブを設立する

ことによって、このクラブに入っている人たちがみずからが自主的にいろんな事業の企画立案、

ができると。それと、もう一つは、自主管理、自主運営が原則ということで、したがってこの

クラブで共通した目的でいろんな事業を展開する、または幼児から高齢者までということで、

コミュニティの形成に非常に役立つのではないかなというような効果が期待できるかなという

ふうに考えております。 

 支援については、現在のところ自主運営ということでございますので、自分たちがやろうと

するものについては自分たちがお金を出して運営するというのが基本でございます。ただ、こ

れからいろんな部分で白老町として必要性が出てきた場合、または金銭的な部分については検

討していきたいなというふうに思います。あと、それ以外には行政としてやはり今スポーツ指

導者の養成と確保、この辺についてもクラブなり体育協会なりいろんな団体と連携して取り組

んでいきたいと。そうすることによって、このクラブでの指導者といいますか、活動できる人
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材の養成を図っていく必要があるかなというふうに考えております。 

 以上でございます。 

〇委員長（及川 保君） ３番、山本浩平委員。 

〇３番（山本浩平君） 大体わかりました。具体的に今いろいろなスポーツ少年団が町内には

あると思うのですけれども、具体的に登録しようかなというような動きになっているような希

望しているクラブ等があるのかどうなのか、その辺をまずお伺いしたいと思います。なければ

ないで結構です。 

〇社会教育課長（坂本 譲君） この総合型地域スポーツクラブに登録するという団体…… 

〇３番（山本浩平君） もう既にそういう気持ちのあるところがあるのか。 

〇委員長（及川  保君） 坂本社会教育課長。 

〇社会教育課長（坂本 譲君） 現在子供たちの関係で言いますと、サッカー少年団とミニバ

スケットボール少年団がこのクラブに所属して活動を実施したいということを聞いております。 

〇委員長（及川 保君） ３番、山本浩平委員。 

〇３番（山本浩平君） わかりました。ありがとうございます。 

 ３点目なので、最後でございますので、基本的に自主運営ということで伺いました。ところ

が、先ほど冒頭に私述べましたように若干スタートの時点で、これは設立準備の多分総会のた

めに講師を呼ばれたり、いろいろなことで必要だったがためにだとは思うのですけれども、企

業から一律ではなくて、しかも急な徴収のやり方で若干お金を集めたようなやり方をしていた

ものですから、やはり今後いろいろ会員を広く募るためには全町民からやはり理解をいただく

ような努力というのは必要だと思うのです。ですから、その辺をやはり教育委員会もかかわっ

た中で、僕はお金の面で町がパックアップした方がいいとは決して言いませんし、そういうふ

うにも思っていませんので、いろいろな形の中で全面的にかかわっていくことも必要だと思い

ますし、全町的にやはり知らしめるための広報等に載せるのもそうでしょうし、いろいろなこ

れをＰＲするための方法等も体育協会等とも協議しながら積極的に進められた方が、それが支

援体制になるのかなと思うのですけれども、最後になりましたので、その点についてお伺いし

たいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 坂本社会教育課長。 

〇社会教育課長（坂本 譲君） 新しい形のスポーツクラブということで、国の方も一応これ

を提唱しておりますけれども、あくまでもこの総合型地域スポーツクラブというものにつきま

しては、国のマニュアルはありますけれども、あくまでもそれぞれの各市町村の実態に応じた

クラブということでございますので、白老町にとってどういうクラブがいいのかということを

現状を十分分析をして、そして白老らしいクラブづくりということで、当然教育委員会としま

してもそれのクラブに向けて、内容に向けて取り組んでいきたいなというふうに思いますし、

あと１年、２年ですぐ目指すところにいくとは思いませんので、将来何十年後かに望ましい目

標とする理念のあるクラブということで、その辺についてもクラブと教育委員会も一体となっ

て進めていきたいなというふうに思っておりますので、ご理解願いたいと思います。 
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〇委員長（及川  保君） ほかありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） それでは、次に進みます。 

 332ページから363ページまでの11款災害復旧費、12款公債費、13款給与費、14款諸支出金、

15款予備費及び給与費明細書、地方債現在高見込額調書、債務負担行為に関する調書について、

以上についての質疑を受けたいと思います。 

 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。１点目、355ページの公債費の繰りかえ運用分の支払

い利子なのですけれども、昨年度よりふえているのですけれども、これは利率が変わっている

のかどうか。利率が変わっているとしたら、何をベースにして決めているのかということが１

点。 

 それから、給与費でお尋ねをしたいのですけれども、給与費明細表の方がわかりやすいと思

いますので、給与費明細表の一つは職員の人数なのですけれども、344ページの職員数、本年度

251になっているのですけれども、348ページの昇給短縮のところは250人になっているのです。

これどうしてこういうふうになるのかというのが一つと、もう一つ、345ページの時間外手当の

件でお尋ねをしたいのですけれども、去年の予算ですけれども、実績はちょっとわかりません

けれども、去年の予算では170万円ぐらいのマイナスで組んでいたのです。それがことしは約900

万円のマイナスと。結構なことなのですけれども、人員が５人減っているわけです。その中で

これだけの900万円の残業マイナスというのは職員に負担がかかるというふうにしかちょっと

思えないのです、これだけ残業を削るということは。かからないのならいいのですけれども、

その根拠があってのものなのかどうか、その点についてお尋ねをいたしたいと思います。 

 それと、もう一つ、管理職手当なのですけれども、戻ったのはいいのですけれども、昨年は

かなりの490万円ぐらいのマイナスで、ことしは280万円ぐらいのプラスになっているのだ。管

理職がふえてこうなるのかどうかというのはちょっとよくわからぬものですから、そこら辺ど

んなようなことになっていますでしょうか。 

〇委員長（及川 保君） 辻経営企画課参事。 

〇経営企画課行財政担当参事（辻 昌秀君） まず、基金の繰りかえ運用の利息の予算が去年

よりふえているけれどもということですけれども、基金から借りる場合、各基金の利率をどう

いうふうに定めるかという部分については、もし基金として繰りかえ運用しない場合、定期預

金としてどれだけの利息が一般の銀行に預けた場合発生するかと、そういうのをちょっとベー

スに基準にしてございます。 

 それで、昨年度は定期預金の利率0.03％プラスあとはプレミアということでプラス0.1％加算

できるという、そういう定期がございますので、昨年度は0.13％で見込んでいましたけれども、

本年度につきましてはここの定期の0.03％分が0.4％にちょっと上がってきているということ

から、利率0.14％、0.01％プラスになってきていると。そういう部分を反映しての試算になっ

ております。 
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〇委員長（及川  保君） 白崎総務課長。 

〇総務課長（白崎浩司君） ３点ほどございましたが、１点目をちょっと私聞き漏らしまして、

確認いたしますが、348ページの職員数の250と340…… 

〇14番（大渕紀夫君） ５ページでもどこでもいいのだけれども。 

〇総務課長（白崎浩司君） 職員数の１人の差。 

〇14番（大渕紀夫君） １人の差。 

〇総務課長（白崎浩司君） わかりました。251名というのは、教育長を含めての人数です。250

名は、348ページの方は昇給短縮ですが、これは教育長は当然入りませんので、教育長を除いた

分の差が１名ということです。 

 それから、２点目の時間外手当です。これにつきましては、345ページの方に内訳ということ

で本年度と前年度の差額が出ていますが、約880万円ぐらい減額。当初、当初の比較なものです

から、具体的に言いますと前年度は時間外対象者の給与総額の４％を計上していたと。今回は、

実績もあるのですが、努力目標として３％を計上させてもらったと。この方法としては、今ま

でもやっていますけれども、振りかえ、それから時間差出勤等々で対応をしているという部分

と、それから平常業務の中でグループ制の中で応援体制を組んで対応していただきたいという

ことで、努力目標も含めて３％の計上とさせていただきました。 

 それから、管理職手当です。若干ふえています。これは、率も何も書いておりませんので、

純粋に管理職の昨年の比較との増ということになります。 

 以上です。 

〇委員長（及川 保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。もちろんこれは……済みません。利息関係なのです

けれども、単純にきっと比較はできないのだろうと思うのですけれども、昨年度より本年度の

方が基金繰りかえ運用の部分の収入は多くなっていますよね、残金が減っているにもかかわら

ず。ところが、その上の一借の利息で言えば、25億円という金額は同じなのですよね。だけれ

ども、昨年よりことしの方がこっちの方の金利は下がっているのです。もちろん今説明あった

ように、繰りかえ運用分の定期預金の部分が違うから、そうなるのだというのはよくわかるの

だけれども、一般的に言えば25億円の一借の利息が下がっていて、繰りかえ運用の部分は原資

が少なくなっているのに金利が上がるというのはどうしてこういうふうになるのか、ちょっと

よく理解できないのです。同じ金額であれば、そういうふうになって構わないのだと思うのだ

けれども、なぜ一借の部分が、25億円全部借りるわけではないから、そういうふうになるのか

もしれませんけれども、そこら辺がちょっとよくわからぬものですから、もうちょっとそこら

辺、なぜ一借の利息が下がっているにもかかわらず繰りかえ運用の分が上がるのかと、原資は

下がっているという状況なのですけれども、なぜかということが１点。 

 それから、今のことで理解はするのですけれども、ただ残業の関係で……いや、一つは管理

職がふえているというふうに、ここで言えばそういう認識に立つということが一つです。もう

一つは、５人減って、１％残業を減らしても仕事ができるということは、ちょっと私は極めて
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言いづらい立場にあるのですけれども、私は働く人たちの立場に立って言えば労働強化になる

のではないかと思うのです。だけれども、では今までの管理はどうだったのかと。本当に申し

わけないのですけれども、５人減ってこれだけ減らせるのが何で今まで減らせなかったのかと

ならないのかなと思うのですけれども、余りそこは僕も強く言えないのですけれども、いかが

ですか。 

〇委員長（及川 保君） 辻経営企画課参事。 

〇経営企画課行財政担当参事（辻 昌秀君） 基金の繰りかえ運用の積算根拠は、先ほどご説

明したところなのですけれども、一時借入金につきましては、これは前年度の当初予算との比

較の中で、特に17年度の実績をベースに判断して昨年より落ちているということです。実際に

17年度は、３月の当初の議会の補正予算に提案していますけれども、これも減額になってござ

いますので、そこの部分でいきますとほぼ同様の水準かなと。ただ、17年度の中で入札等を行

って利率を下げている部分があります。指定金融機関から随時借りる部分は0.5％ということで、

ほぼ前年度並みで見込んでおりますけれども、かなり大口の部分での入札の部分では17年度の

実績で0.08％とか0.06％とか、そういうような実績も出てきておりますので、この入札の部分

についてはある程度大きな部分として、0.5％ではなくて一応予算上は0.3％まで入札結果が落

ちるのではないかと、そういうような試算もしながら17年度の実績を比較して、そして当初予

算ベースでは落ちていると。ただ、ほぼ17年度並みの水準の予算にはなっていると、そういう

ことでご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 白崎総務課長。 

〇総務課長（白崎浩司君） 時間外の話ですけれども、先ほども答弁したとおり当初予算とい

うことで努力目標も当然入っているということです。あわせて、対象者数の増というようなお

話もさせてもらいましたけれども……対象者数というのは管理職手当ですね。ということでふ

えました。時間外につきましては、先ほども実態として４％から４％台ということでは推移し

てございます。ただ、その要因としては総合計画だとか、それから50周年記念事業だとか、過

去のそういうような特殊な事情の時間外が発生しているということもありまして４％台できて

いるというようなことなものですから、今回は先ほど言いました４％から３％にするという努

力目標と、それからグループ制にした中での応援協力体制というのですか。そういう中で対応

を当初から４％、何％という最初から予算で持つのではなくて、目標として３％に持っていき

たいというようなことで考えております。 

 それから、先ほど管理職の手当の話にも触れましたけれども、対象者数は確かにふえていま

すけれども、そのほかの要因としましては昇格の部分と、それから会計間の移動ということで

若干ふえている要素はございます。ただ、管理職は単純にふやすと、内部の一般会計の職員を

単純にふやすということでなくて、その要因の一つには消防の管理職数の対応としまして消防

の体制強化ということでふやした部分もございますので、内部の方の一般職を単純にふやすと

いうことでなくて、組織体制としてまた強化させてもらったということの要因でふえている部

分がございますので、それは理解してもらいたいと思います。 
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〇委員長（及川 保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。初めの点で確認したいのですけれども、要するにこ

の一借の利息については17年度の結果を見てこういう結果になったと、これは当初予算比です

から。そういうような理解でいいかどうかということが一つ。 

 それから、今の話ですけれども、わかりました。管理職の点については、例えば病院なんか

も３名、４名ふえていますから、そこは十分理解…… 

〇総務課長（白崎浩司君） 病院の数は入っていません。 

〇14番（大渕紀夫君） そうか、これは入っていないのか。理解できます。ただ、一つはこう

いうことがぐっと前面に出ますと、やっぱり非常に残業がしづらくなるというか、しづらくな

るのではなくて、つけづらくなるというのですか。一般的に言う、まちで言うサービス残業、

こういうものが横行する可能性も出てきやしないかということが一つです。それと、もう一つ

は、やっぱり予算が過小見積もり、過小予算、こういうふうになりやしないかと。この二つが

あるのですけれども、ここは十分考慮をした上での予算というふうに理解してよろしゅうござ

いますか。この２点。 

〇委員長（及川 保君） 辻経営企画課参事。 

〇経営企画課行財政担当参事（辻 昌秀君） 一時借入金のご質問につきましては、大渕委員

ちょっとお話あったように17年度の実績を踏まえて計上して、その結果として減になったとい

うことでご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 白崎総務課長。 

〇総務課長（白崎浩司君） 再度残業のというか、時間外手当の話なのですが、いわゆる時間

外対策ということで総務課の方で各課の方に指導してございますのは、先ほど言いました週休

日の振りかえ、それから時差出勤、そういうことを指導していますが、あわせて予算の配分方

式をしています。前々年、２年ほど前の実績を踏まえて、例えば総務課であれば目標として幾

らの年間の時間外を割り当てしますよと。何課では何ぼですと。こういう形で、まだ細分化し

て各課には通知しています。配分方式をしています。その中で、先ほど言った必要な時間外で

すから、それは支給しますと。ただ、努力としてこの枠配分内で年間の時間外には対応しても

らいたいというような指導はさせてもらっています。ただ、先ほどのご質問の中でいわゆるサ

ービス残業、つけづらくなるもの、当然そんなことも一部には話としては聞いていますが、総

務課としては当然時間外は命令でやるものですから、管理職の方で必要な時間外を命令したと

いうことでは当然つけるのはやぶさかではありませんというようなお話もさせてもらっていま

すし、決して時間外をやって、そのものをいわゆる無給で働くというようなことは当然してお

りません。先ほども言いましたとおり枠配分の中で、それから総務課の方で予備費といいます

か、総額の中である程度予備費を持っています。これは、災害だとか突発的な事業のときとい

いますか、そういうときにはそちらの方から出す。それから、枠配分から出たということにつ

いては、例えばその理由書を総務課の方にもらいまして、それが正規な理由であれば当然その

予備的な部分からその部分を出すというような、各課との対応といいますか、そういうことも
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やっております。ただ、３％というのは非常に確かに年度当初からいうときついのかなと。今

までの時間外率からいうと、きつい部分はあるのかなというふうに思っていますが、先ほども

言いましたとおり年度当初に枠配分をさせていただいて３％の枠内と。その枠内で時間外手当

の支給額を抑えてもらいたいというような指導の中で、結果としてこれが出ることは当然ある

のではないかなと思いますけれども、そういう中での時間外額の対応といいますか、それはし

ていきたいなというふうに思っています。決して先ほどご質問ありましたサービス残業でつけ

づらい云々ということは、こちらの方もそういうことはないようにということで指導しており

ますので、いずれにしてもそういう面は気をつけていきたいというふうに思っています。 

〇委員長（及川 保君） 18番、加藤正恭委員。 

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤ですが、地方債残高、大渕委員と一部重なるかもしれませ

んが、前にもこの区分によって長期の金利がいろいろばらつきがあるということで、高いもの

については元金が少ないものについて繰上償還をして、できるだけ金利負担を下げた方がいい

のではないかと、こういうような質問をしたことがあるのですが、現在の中で一番高い金利は

どういうふうになって、最低の方はどういう金利になっているかということがお聞きしたい１

点でございます。 

 もう一点は、最近日銀が金融の量的緩和を発表して、今後利息が上がるだろうと。ことしの

夏から秋にかけては、あちこちで上げるのではないかと。現実にもう民間の銀行では、最近も

う金利を上げている状態であるわけです。それで、これから発行する起債について、起債とい

うか地方債について発行するのですが、やはり金利の上昇は免れないだろうというふうに予想

するのですが、そのあたり十分に検討して予算を組んでいるのかどうか。日銀が最近急遽発表

したものですから、予算編成のときには間に合わなかったことはわかるのですけれども、その

あたりの兼ね合いについて伺いたいと思いますが。 

〇委員長（及川 保君） 辻経営企画課参事。 

〇経営企画課行財政担当参事（辻 昌秀君） まず、１点目の高い利率の起債の部分でござい

ますけれども、現在一番高い利率については昭和55年度に発行した３件で7.5％というものがご

ざいます。おおむね７％以上のものにつきましては、これは16年度末の数字でございますけれ

ども、７％以上のものは14件で１億6,300万円ほどの現在高ということになってございます。 

 それとあと、金利が上がる傾向が見られる中での予算の確保は大丈夫かというご質問でござ

いますけれども、一応16年度までに借りたものについては利率が確定してございますので、そ

れで予算見積もりしておりますけれども、17年度、これから発行する部分についておおむね５

月末に集中して発行ということになるのですけれども、その部分の利率については一応３％と

いうことで予算上は計上してございます。それで、現在の金利水準でいくと、特に16年度の発

行分でいくと、一番高いもので２％ぐらいで発行してございますから、もし16年度からかなり

上がったとしてもその３％の中には十分入ってくるのではないかと。結果的に17年度予算の方

も３月の補正でかなりの額を減額させていただきましたので、同じような形で整理できるので

はないかというふうに考えております。 
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〇委員長（及川 保君） 18番、加藤正恭委員。 

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤ですが、説明で大体わかるのです。ただ、これから発行す

る場合に十分金利等を検討した上で発行することは当然のことなのですけれども、予想以上な

場合もあるのではないのかなと。課長は、今３％以内でおさまるようだと言うのですが、そう

いうふうにおさまってくれれば一番いいのですが、なかなかそういうふうにいかない場合もあ

るかもしれません。その方が私は強いのではないのかなという気がするのですけれども、その

あたりはどうですか。 

〇委員長（及川 保君） 辻経営企画課参事。 

〇経営企画課行財政担当参事（辻 昌秀君） 確定していない部分、先ほどもお話ししました

けれども、５月末の発行ということで、あと約２カ月後ということですから、多少民間のいろ

いろな預金レートとか上がる傾向を見てもそれほど極端な上がり方はしていないので、十分

３％の中に入るのではないかということで押さえております。 

〇委員長（及川  保君） ほかございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） これで歳出がすべて終わりました。 

 ここで歳出全般について、特に質疑漏れの方がおりましたら、どうぞ。 

 10番、宗像脩委員。 

〇10番（宗像 脩君） 10番、宗像です。307ページの虎杖浜児童クラブの件、先ほど同僚委員

からもありましたけれども、私の方からも一つ質問をさせていただきたいと思いますが、今ま

では虎杖浜の児童クラブはたしかいわゆる教員住宅で父母たちがやっていたということで、そ

れが今回は正式な町営といいますか、そういうふうになった。そういう過程の中でこの問題が

出てきているわけですけれども、先ほど来の答弁を聞いていますと、虎杖小学校の校舎が使え

ないという理由がどうも納得いかないものですから、どうして虎杖小学校の校舎が使えないの

かという理由をもう一度お願いしたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 目時学校教育課長。 

〇学校教育課長（目時廣行君）  虎杖小学校の中に児童クラブがどうしてできないのかという

ことのご質問にお答えをいたします。 

 虎杖小学校は６学級、１年生から６年生まで普通教室は六つで最初からできております。し

たがいまして、余分な教室はほとんどない状況でございます。虎杖小学校はオープンスクール

というか、間仕切りのほとんどないような状況でございます。児童玄関を入りますとホールみ

たいな形がありまして、そこに児童クラブをつくってはどうかと、こういう検討もいたしまし

た。それから、もう一つは、体育館の方に行くところに少し広目のスペースがありまして、こ

こも間仕切ってやってはどうかと。日当たりが非常に悪い部分と、それから吹き抜けの部分は

天井を囲わないと音が抜けてしまうという部分がありまして非常に使いづらいのです。どちら

も使いづらい。体育館へ行くところは、あんどん部屋になってしまうものですから、ストーブ

をつけるにしてもつけづらいとか、いろんな問題がございまして、それでどうしてもそのスペ
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ースがとれないということで、急遽教職員住宅のあいているところを検討したと、こういうこ

とでございます。 

〇委員長（及川 保君） 10番、宗像脩委員。 

〇10番（宗像 脩君） 10番、宗像です。私は、自分なりの結論はやっぱり小学校を使うべき

だという、そういう考えを持っているものですから、こう話をするわけですけれども、小学校

３年生以下が対象ということですから、もちろん放課後の活動になるわけです、児童クラブと

いうのは。そうすると、オープン教室だということも知っています。ですから、１年生、２年

生、３年生とそれぞれ時間差はあるにしても、あいていくということは当然これもわかるので

す。そこで、オープン教室ですから、騒がしいとかなんとかというのは、それはあくまでも児

童指導ですか。それをやっていけば、私は解決できるのでないのかなと。かえって子供たちを

わざわざ外へ出してやるよりも同じ建物の中に置いた方がいわゆる安全であり、安心であり、

先生方も安心だろうし、父母にしてもやっぱり安心だろうし、体育館もありますから、もし体

育館へ行って遊ぶのであればそれもできるでしょうし、天気のいい日はすぐグラウンドという

のもありますし、何かにと私は校舎を使った方が便利だと。そして、これに約500万円ですか。

私は、これはもったいないなと。これを先ほど同僚委員が言った図書の方に回したら、三百何

十万円が八百何ぼにもなるわけで、金はやっぱり有効に使うべきであって、私はそれは学校の

納得をもらって、教育長の方から話をして了解してもらって、ぜひ校舎を使えるようにした方

がみんなうまくいくのでないのかなと。いかがですか。 

〇委員長（及川 保君） 山崎教育長。 

〇教育長（山崎宏一君）  今のは小学校の有効活用をということだと思いますけれども、今課

長からおっしゃったようなことで十分ご承知だと思いますけれども、先ほど来から話ししてお

りますとおり、私どもも町長も含めてなのですけれども、現場の方へ行って、もちろん校長先

生のご意見を伺って、また現場を見てという判断の中で、やはりいろんな学校を使うというこ

とは子供たちにとっても親にとっても非常に望ましいというのは、私もこれは理解をするとこ

ろでございますけれども、ただ物理的に幾ら金をかけてもというのであればまた別なのでしょ

うけれども、少なくとも今ある学校を幾らかのお金をかけてやるにしても、今言ったように体

育館側は両側に部屋があって、中が仮に仕切ってもそれが本当に暗い状態、またストーブ等々

の対応もなかなかできにくいという部分、それと繰り返しますけれども、やはり正面玄関入っ

て吹き抜けという部分があるものですから、下の方は低学年が入っておりますけれども、そう

いう中でどうしても物理的に、基本的にはやっぱり学校の授業、これをやはり一番に確保しな

ければならないという条件といいますか、そういうものがあるものですから、これはそういう

ことが望ましいということはわかっていながらも、やはり実態からいえばなかなか学校のスペ

ースを使ってということは現在のところできないという判断に立ったわけでございます。した

がって、ご承知のとおり今も小学校の裏の方に３軒ほど職員住宅がございます。一番今入って

いるところを、同じような面積なのですけれども、やはりいろんな地形だとかそういうことも

含めて、同じ並びの道路側の住宅に増築をするということで、これは宗像委員がおっしゃった
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ように非常にそういう部分で500万円程度のお金がかかるのは現実なのですけれども、やはり物

理的に学校の方の活用が適当だとは思いますけれども、そういう物理的な面、また学校の環境

的な面、そういうことを配慮しますとなかなかそういうことにはならないという判断で、今回

職員住宅を使わせていただくということの決断をしたわけでございます。 

〇委員長（及川 保君） 10番、宗像脩委員。 

〇10番（宗像 脩君） 10番、宗像ですが、教育長の言われているその辺の状況、現場の状況

というのはわかっていて言っているわけですけれども、オープンスペースですから、したがっ

て例えばがっちりと戸を閉めてしまえという、そういうことではないのですけれども、アコー

ディオンカーテンをするとか、何らかの方法でそこのところをある程度はできるのでないのか

なと。500万円もかけなくてももっと軽く済むだろうということが一つと、地域の父母は、地域

の方々は、そして学校の先生方もそのことについて賛成しているのかどうか。私は父母に聞い

ていませんけれども、地域の人たちもそっちの方の教員住宅でいいですよと言っているのか、

そのあたりの状況というのはどういうふうになっていますか。 

〇委員長（及川 保君） 山崎教育長。 

〇教育長（山崎宏一君）  経過だと思いますけれども、私どももさっき言ったように現場へ行

ったり、また直接お母さん方と会ったり、また学校の先生とも会ったりして、その辺の有効活

用という部分についてはお話の場をいただいております。そういう中で、やはりあの学校はま

だ新しい学校ですから、ですからお母さん方のお話というのは、やはり学校の中にできればな

という期待感ももちろん持った話でございます。そういう中で、父母の方と学校側または教育

委員会、一緒にというわけではございませんけれども、私どもも父母の方々、また学校サイド

ということで、それぞれ意見等々を伺ってきたところでございますけれども、望ましいという

ことは、これは皆さん共通的な理解というか、そういう部分での認識はしているかと思います

けれども、やはりどうしても学校の中でやるということになりますと、１年生から３年生まで

は児童クラブという形でどこかの教室へ入っても、先ほど来から言っていますとおり、やはり

オープンスペースという部分が大きなネックになっていまして、これが極端に言いますと下の

部分が、下が１、２、３年生ですか。仮にそこが、これは仮の話ですけれども、全部オープン

スペースが使えるということであれば、あとの子供たちがいないということであれば、またこ

れは別でしょうけれども、今の虎杖小学校の生徒の数、またクラスの数からいけば、どうして

もこのオープンスペースという部分が児童クラブと考えたときにやっぱりネックという話には

ならないのでしょうけれども、物理的にはなかなかそうはならないということでございまして、

今お母さん方もさっきから言っていますとおり、学校の裏の住宅に入っているものですから、

これが見ていただければわかるのですけれども、非常に耐用年数といいましょうか、たってい

て中もやっぱり子供たちも31名程度予定、今も入っているものですから、やはり狭隘だという

部分で、この機会に町営でやるということになりますと、若干のやはりスペースを確保、また

中の一部、内壁ですか。壁なんかもやはりある程度の手を入れなければ、古い住宅なものです

から。そういうことで500万円程度のお金をかけるという判断に立ったわけでございます。 
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〇委員長（及川 保君） １番、小西秀延委員。 

〇１番（小西秀延君） １番、小西でございます。地場の産業の振興ということに絡めまして、

245ページの（２）、港湾建設事業についてちょっとご質問をさせていただきたいと思います。 

 この負担金を入れているという兼ね合いから、白老町の方針では地場の企業を何とか優先し

て使ってほしいという形で近年働きかけをしているところではございますが、そちらの方の基

本方針の変更はないのかということと、これはないとは思うのですが、その状況の進行度はど

うなっているか、現況をお知らせしていただきたいのと、今後のその運営方針についてもご確

認をしたいと思います。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

〇委員長（及川  保君） 堀江水産港湾課長。 

〇水産港湾課長（堀江 寛君） ただいまのご質問ですが、港湾建設にかかわって地元企業の

受注の拡大というお話だと思います。これは、最終的には入札がございますので、それでその

入札に負ければ地元業者であっても仕事がとれないと、こういうことになりますが、町長を先

頭にして港湾建設過程においても経済効果が発揮されるようにということで資材ですとか工事

の受注、その他について地元の方に配慮をしていただきたいということは、我々重ねて再三発

注者である開発建設部の方に申し上げております。 

 今後どういうふうにこれが変わるかということは、これは先ほど言いましたように入札がご

ざいますので、その年によって地元業者がふえたり減ったりということがあるかもしれません

けれども、執行方針の中でも申し上げましたようにケーソンが白老港で製作されます。昨年は

ごく期間も短かったし、つくる量も少なかったのですけれども、今回はかなりの個数がつくら

れると。そして、単純に考えれば資材はすべて町内調達ということが予測されますので、昨年

と比較して経済効果があらわれるかなというふうに考えております。 

 以上です。 

〇委員長（及川 保君） １番、小西秀延委員。 

〇１番（小西秀延君） １番、小西です。入札の件、またそれに対してのランク等もあるのは

承知しているのですが、またそこを超えた部分といいますか、入札後もその落ちた企業に対し

ましてでも町はやはり地元の企業を優先して使っていただきたい、下請関係、孫請関係、また

原材料関係、そういう形もやはり私はもっと運動を強化してお願いをしていくべきではないか

というふうに思います。 

 また、ケーソンの件でございますが、白老町の方にケーソンの製作を持ってきたということ

は本当に評価に値することだなと思います。それに関連して地場の産業も育成されていくとい

う形になっていきますので、これも引き続き今の方針を続けていただければなというふうに思

います。今後の企業に対するお願いも、本当にお願いという形になっていくのかもしれません

が、継続してやっていかれるかどうかもこの場でちょっと確認をさせていただきたいと思いま

す。 

〇委員長（及川  保君） 堀江水産港湾課長。 
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〇水産港湾課長（堀江 寛君） ただいまのご質問です。町外業者がとられた場合、今おっし

ゃったように極力下請を使う場合は地元の業者を使っていただきたいと。あと、資材ですとか、

それから日常生活をする上でのそういう日常品も町内の店から購入していただきたいと、こう

いうことをお願いしています。それをどのぐらいの経済効果があったかということを取りまと

めまして、港湾の特別委員会の中でもご説明させていただきました。そして、今後ただそうい

うことを口頭でお願いするだけではなくて、実際は今度そういう様式をつくって受注した業者

の方に渡して、どのぐらい町内で使っていただいたかということを書類として正式に出しても

らおうと、こういうふうに考えております。 

 以上でございます。 

〇委員長（及川  保君） 16番、谷内勉委員。 

〇16番（谷内 勉君） 16番、谷内でございます。235ページの一番下の方なのですが、白老の

滑空場の道路の件についてちょっとお伺いしたいと思います。 

 これは、改良、舗装とも幅が5.5メートルということなのですけれども、これだけの広さでも

って問題あるかないかということをちょっと確認したいのです。 

〇委員長（及川  保君） 後藤建設課長。 

〇建設課長（後藤光雄君） こちらに記載しております幅員5.5メートルというのは、道路構造

令上の有効幅員でございます。このほかに走行路肩というのが両サイドに１メートルずつつき

ます。したがいまして、見た目としては7.5メートルの舗装道路と、こういうふうに認識されて

結構だと思います。 

 それから、5.5メートルで十分かというふうなお話ですが、これは構造令上でいきますと道路

の格付としては３種４級という位置づけになります。これは、通常の地方道の中では一般的な

道路でございまして、狭いというふうな状況ではございません。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） 16番、谷内勉委員。 

〇16番（谷内 勉君） わかりました。ただ、今言ったこの広さでもって将来的に改修とかな

んとかが必要になるのかどうか、その辺がちょっと心配になったもので、それでこういうお尋

ねをしたのです。例えばこの5.5メートルであれば、車がすれ違うというのですか。交差すると

きに、特にこれは問題はないでしょうね。この辺のところをもうちょっと確認したいと思いま

す。 

〇委員長（及川  保君） 後藤建設課長。 

〇建設課長（後藤光雄君） 将来的にというふうな話でございます。道路を計画するに当たっ

ては、現在交通量から将来交通量を推測してのことでございます。したがいまして、将来にわ

たってもこの5.5メートルにつきましては幅員としては十分であるというふうに思います。当然

道路構造令上の話でございますので、対面交通のできないような道路ではございませんので、

その辺のところは安心していただいても結構だと思います。 

 以上です。 
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〇委員長（及川  保君） ほかございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） 次に、債務負担行為、地方債及び歳入に入ります。 

 初めに、６ページから８ページまでの第２表、債務負担行為及び第３表、地方債について、

質疑がございましたら、どうぞ。ございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） 次へ進みます。 

 14ページから19ページまでの１款町税全般について、質疑がありましたら、どうぞ。 

 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。ちょっと単純なことを聞きますけれども、15ページ

の個人町民税の関係なのですけれども、税制改正によるというふうに書かれていますので、多

分そうだと思うのだけれども、納税義務者が昨年度より大幅にふえていると。昨年度は、妻の

均等割というのが別に書かれていまして、ことしはそうではないのですけれども、7,341人から

納税義務者が9,158人ということで大幅にふえているのですけれども、これは税制改正によって

入ったのか。本当にこんなにふえればすごいなと思うのだけれども、そういうことではないよ

うな何か気がするのだけれども、この中身がどうしてこういうふうになるのかが１点です。 

 それから、２点目に、固定資産税の２目の国有資産等所在市町村交付金及び納付金とありま

すけれども、これ郵政公社だけが減っているのですけれども、郵政公社だけが減るというのは

どうして、別に何か変わったことがあったように私は印象がないのです。財務局や森林管理局

はそんなに変わっていないのですけれども、なぜこれ郵政公社だけがこういう形になっている

のかと。 

 もう一点、入湯税の関係で、滞納繰り越しがないのですけれども、これは単純に滞納繰り越

しを全部いただいて、昨年は滞納繰り越しがないという押さえでいいのかどうか、この点だけ

お尋ねをしたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 前田税務課長。 

〇税務課長（前田博之君） まず、１点目は、税制改正に伴って公的年金の老齢者控除の廃止

とか65歳以上の者に非課税の廃止の適用がなってくるので、その分を予算上で算出をしており

ます。ですから、決算になったときにどれぐらいの数字になるかわかりませんけれども、うち

の方としては17年度の課税の状況のベースから若干65歳以上の人の税がかかる人を見込んで数

字は上げています。そういうことです。去年の妻の均等割分はもう織り込み済みです、18年度

では。 

 それと、国有資産の関係の郵政公社につきましては、17年度は公社になって資産の確定が押

さえられていなかったのです。それで、ある程度見込みであったものですから、その間17年度

で資料提出して、18年度は確定されたということの微調整です。 

 それと、入湯税につきましては、滞繰分については今年度に２社ほどことしまで滞繰あった

のですけれども、この５月までに納入するという約束をとっていますので、納まると思います。
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もしだめであれば、また別な案件が出てくれば、これは今予算をやっているのに失礼な言い方

でございますけれども、補正で上がる可能性もあるということです。 

〇委員長（及川  保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。わかりました。ということは、認識として定率減税

の結果、所得の一番下に所得税がかかる、120万円から90万円に下がった、その分でこれだけ納

税義務者がふえたという押さえでいいのかどうか。それをまず１点。 

 郵政公社はわかりました。 

 入湯税の関係で、滞繰もわかりましたけれども、これ入湯税の押さえなのですけれども、な

かなか難しいと。白老振興公社の温泉は100％入っているということは十分承知しておりますけ

れども、ほかのところの押さえがなかなか難しいというふうにたまたま聞きますけれども、そ

の押さえの状況を含めて二つお願いします。 

〇委員長（及川  保君） 前田税務課長。 

〇税務課長（前田博之君） 増については、今の段階ではいいと思います。それで、確定申告

の中でかなり増税になってきているのですけれども、源泉徴収をもらっている人はそれを見込

んで先に源泉徴収で徴収しているのです。ですから、逆に還付する人の方が多いという実態に

なっていました。ですから、そういう部分についてはこれから数字で若干どうなるのかなと思

いますけれども、我々としての押さえている数字の部分ではある程度これの数値の前後なのか

なと、こう思っております。 

 それと、入湯税については確かに自主申告ですので、前回の大渕委員の質問にもあったと思

いますけれども、申告していないのではなくて、できないような状況の店もありますけれども、

それ全部へ出向いて必ず申告するようにということでやっていますし、帳簿等を見て疑問な部

分については、私たちとしては正しく申告をしてくださいということで、その後に増減があっ

て申告になっているところもありますので、若干そういう部分では啓発もきいているのかなと、

こう思っております。 

〇委員長（及川  保君） ほかございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） 次へ進みます。 

 それでは、20ページから33ページまでの２款地方譲与税、３款利子割交付金、４款配当割交

付金、５款株式等譲渡所得割交付金、６款地方消費税交付金、７款ゴルフ場利用税交付金、８

款自動車取得税交付金全般について質疑を受けたいと思います。質疑のある方はどうぞ。あり

ませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） 次へ進みます。 

 34ページから43ページまでの９款国有提供施設等所在町助成交付金、10款地方特例交付金、

11款地方交付税、12款交通安全対策特別交付金、13款分担金及び負担金全般について質疑を受

けたいと思います。 
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 18番、加藤正恭委員。 

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤ですが、地方交付税について伺いたいと思うのですが、こ

れは町長か助役さんの考え方しかないと思うのですが、国は地方財政改革と称して将来的には

国庫支出金、地方交付税を現在は減額しておりますし、将来はターゲットとして地方交付税を

なくしようというような動きまであるやに聞いております。そのかわりに別なものを何かつく

ると、地方交付税にかわるものをつくるというような説も聞いておるのですけれども、そうな

りますと地方交付税が生きていくためには、私もこの間一般質問で言いましたが、ナショナル

ミニマムの保障をどうしていくのかというような問題があって、非常に地方六団体ですか。そ

れらの方々が猛反対をしているのですが、空気としてはどうもそういう傾向に国の政策として

ありつつあるというふうに私は思っているのですけれども、現段階ではどのように認識してお

られるか、そのあたりを伺いたいと思うのですが。 

 それから、もう一つ、交通安全対策特別交付金、これはこの説明欄に反則金の収入相当額の

交付と、こういうふうになっているのです。この中身なのですけれども、これは苫小牧警察署

管内の反則金なのか、白老町の反則金なのか。その人数割か何か、どういう方法で算出されて

いるのか、その点を伺いたいと思うのですが。 

〇委員長（及川  保君） 三國谷助役。 

〇助役（三國谷公一君）  地方交付税の関係ですけれども、結論から申し上げますと、今のと

ころ今加藤委員がおっしゃられたようなことは新聞報道されているような部分でしか私ども知

り得ておりません。ただ、交付税もご存じのとおり、今度は18年度から第２期改革ということ

になってまいります。そういう中で、2006年の骨太の方針も７月ぐらいに出されるやに聞いて

おりますけれども、その中でも今ナショナルミニマムの話もされましたけれども、国の方では

このプライマリーバランスというか、基本的な収支の見込みを立てていくことになりますが、

その中で交付税がどうなっていくか。当然削減の方向では来ると思うのですけれども、大変厳

しい状況にはなってくると思います。ただ、この２期改革の中では今地方六団体の話も出まし

たけれども、国の方ではこの２期改革に向けては国と地方の、いわゆる六団体との協議の場を

設けて、少なくとも１期改革のように国主導ではなくて十分地方の意見を聞いて改革を進めて

いきますよと、交付税のあり方も検討していきますよと、こういうことで聞いておりますので、

我々もそういった町村会等を通じて、やはり交付税の確保ということには全力を尽くしてまい

りたいと、このように考えております。 

〇委員長（及川 保君） 辻経営企画課参事。 

〇経営企画課行財政担当参事（辻 昌秀君） 地方交付税の方の答弁、今助役からありました

が、若干補足しますと、地方交付税をなくするのではないかという、そういう心配があるとい

う部分なのですけれども、基本的には地方交付税というのは国税五税、所得税とか法人税とか

酒税とか、その一定割合が地方固有の財源として一応配分するのだと、そういうことですから、

まず地方交付税がなくなるということにはならないかと思います。ただ、総務省と財務省の考

え方にちょっと違いがありまして、交付税の役割としては地方交付税は各地方公共団体間の財
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源の不均衡の是正、裕福なところとそうでないところとの調整、この部分は基本的には総務省

も財務省も考え方は一致しております。ただ、財源を保障するという、基本的に保障する範囲

とか、そういう部分については財務省は極力各自治体の努力によってという考え方で、そこの

部分はやはり見直すべきだという意見は持っていますけれども、基本的には総務省も個々の機

能が必要だと、財源保障機能は必要だという考え方を持っていますので、単純に交付税がなく

なると、そういうことにはならないかと思います。ただ、総額の部分においてはやはり国全体

の行政改革の流れの中ではさらに見直しの対象というものが出てくるかなと思います。 

 それとあと、次の交通安全の交付金の関係ですけれども、配分の基準なのですけれども、一

応当該地方公共団体における交通事故の発生件数及び人口集中地区人口を用いて算定というこ

とになっておりますので、大きいのは単なる反則金が、住民の方の反則金が多いとかではなく

て交通事故件数並びに人口がベースになっていると、そういうことでご理解いただきたいと思

います。 

〇委員長（及川 保君） 18番、加藤正恭委員。 

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤ですが、地方交付税がなくなると、こういうことはないと

思うのですが、ただ名称を変えてやるというような一説もあるのです。そういう方法で今まで

の地方交付税のあり方ではだめだと。そういうことで、それにかわったものと。もちろん財源

が三税ですから、それから財源移譲になってくれれば問題はないのだけれども、必ずしもそう

いうふうにならないものだから、今のところ地方交付税ということで配分されているのでしょ

うけれども、まず現在も５％なり６％なり７％なり、各種自治体によって違いますけれども、

減らされていっているのですよね。10年過ぎますと５％が50％になってしまうわけです。だか

ら、必ずしもそういうふうにならないと私は思うのですが、どこでとまるのだろうと。そんな

ようなことも心配なのです。３％を引っ張っていっても30％になるわけです、10年後には。で

すから、地方を殺す気なのかなというような感じも、実は憤りさえ感ずるのですが、そのあた

りは情報として今ご答弁いただいた程度くらいしか情報網としてはないのかなという感じはす

るのですけれども、いかがでございましょう。 

 それから、もう一つ、先ほどの交通安全の問題ですが、これは地方と言われましたけれども、

苫小牧警察署管内という意味ですか。そのあたり、事故件数だとか何かの話は苫小牧警察署管

内、室蘭警察署管内での件数に対して交付されるものかどうか、算出方法として。もう一度伺

いたいと思います。 

〇委員長（及川 保君） 辻経営企画課参事。 

〇経営企画課行財政担当参事（辻 昌秀君） 地方交付税の今後の見通しという部分なのです

けれども、確かに平成18年度の地方財政計画での地方交付税の額というのは全国ベースで、こ

れは都道府県と市町村の合算ですけれども、マイナス5.9％と、そういう率は出ております。た

だ、ここの部分は景気の回復が見込まれる中で、これは全国ベースの話ですけれども、地方税

がふえますよと。特に都道府県トータルとしての地方税がふえてくると。そういう中において、

当然税がふえれば地方交付税は75％分減るという仕組みになっておりますので、そういう要素
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を織り込んで全国的にはこれは減るというような形になっています。ですから、基本的に地方

の一般財源というベースでは三位一体改革、16年度では相当落ちましたけれども、17、18は税

も含めた一般財源総額は確保するということの中の考え方の中で、税がふえれば交付税が落ち

て一般財源総額は確保と。ただ、それが実際配分される部分として税がふえる自治体はいいの

ですけれども、白老町も含めてこういう北海道の自治体は税がふえない中で地方交付税トータ

ルが減るということの影響が実際は出てきているかなと。そういう部分では、今後も次の三位

一体改革の中ではやはりちょっと厳しい部分が出てくるのかなと。ただ、この辺の見通しとい

うのはまだ次の三位一体改革の方向が出ていませんので、なかなか見切れない部分かなと思い

ます。 

 あと、交通安全の交付金の部分については、その区域としては都道府県分と指定都市分と指

定都市以外の市町村分の別にそれぞれ算定するということになっていまして、具体的に個々の

市町村の部分がどういう形かというのは、ちょっと私ども把握していない部分がございますの

で、この辺は調べさせていただきたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 交付税の関係でございますが、実質先ほど加藤委員言われたように国

の財政状況は大変ですよと。景気よくなったとしても、この国債の利息が上がるわけですから、

結局借金は減らないだろうという見方をしております。そういう中で、なかなか地方が大変だ

という認識は持っているのです、国の方も。大変だという認識はあるのですが、今やらなけれ

ばいつやるのだという部分も実はあるわけなのです。そして、地方交付税についてもこれは要

するに赤字国債を発行して地方にばらまいている部分があるのです。たしか４割ぐらいだった

と思うのですが、そのことを考えると全部なくすということにはならないでしょうけれども、

恐らく何十％かは、50まではいかないと思うのですが、そういう方向になってくるのではない

かなと。それにあわせて、逆に要するに市町村の数も減らしていくと。その辺のバランスを多

分とろうとしていると思うのですが、我々は地方六団体ともいろいろお願いをしたりしている

のですが、はっきり言って国が地方の我々の声をきちっと守っていただいたというのは余り記

憶にないのです。ですから、我々としても限界はあります。ただ、今としてはこの地方の声を

いかに国が酌み取っていただくかと。ただ、我々も大変なのですが、省庁も大変だということ

で、道州制絡みでいろいろやっていますけれども、はっきり言って見えないということです。

９月にありますから、その後に大体決まるのかなというとらえ方をしております。 

〇委員長（及川  保君） ほかありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） 次へ進みます。 

 44ページから51ページまでの14款使用料及び手数料全般について質疑を受けたいと思います。 

 ９番、吉田正利委員。 

〇９番（吉田正利君） ９番、吉田でございます。使用料、手数料の改正を行ったわけであり

ますけれども、意外と見た数字、伸びていないわけでございます。この見方についてはいろい
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ろだと思うのですが、当初からこれ想定された数字でございましょうか。 

〇委員長（及川 保君） 辻経営企画課参事。 

〇経営企画課行財政担当参事（辻 昌秀君） 今回18年度予算の使用料、手数料の総額自体ち

ょっと公営住宅の関係等もあってトータルとしてはちょっとふえないというような形になって

おります。 

 それで、昨年の９月ですか。使用料、手数料の見直しということで全体的に取り組んで、ト

ータルとしては1,000万円ぐらいの効果が出てくるのではないかと。そういう部分で、当初の試

算としては、例えば公民館なんかの利用については、それまでと基本的に利用の状況が変わら

ないものとして時間数なんかも計算しているのですけれども、実際には１時間単位の料金制度

に変えたと。従来は３時間とか午前中とか午後とか、３時間、４時間、そういう中での貸し付

けをしておりましたので、単純にそのまま置きかえた中での実は試算をしていたと、そういう

状況なのですけれども、実際減免２分の１にしても、減額２分の１にしても、やはり料金がか

かってくることによって小まめな形での１時間単位の利用が実際ふえてきていると。また、当

初想定していなかった部分として子供の料金というのが、基本的にはやはり子供についても負

担していただこうという部分の考え方の中で、そういう収入の一つの試算をしておりましたけ

れども、最終的には町民の方への説明、またそれに対する要望、いろいろの中で、これは従来

有料であった体育館の使用料も含めて子供に係る部分については全額免除と。そういう方向に

切りかえたということから、最終的には効果額としては300万円、400万円ぐらいになるのかな

と、そういうふうな状況になっております。その結果として、トータルとしてはなかなかちょ

っと数字的にはふえていないということになっております。 

〇委員長（及川  保君） ９番、吉田正利委員。 

〇９番（吉田正利君） 私は、当初受益者負担ということで、あれだけ協議されて進めた改正

でございました。これらについて、少なくとも当初は1,000万円前後を予定したはずでございま

す。ここが３分の１ぐらいまでに減ったということなのですが、これについて実際はどうなの

でしょうか。1,000万円が三百数十万円になったということなのですけれども、現実的にあれだ

け協議をして、そして綿密な計画の中で進めたわけでございますが、結果はこうなったという

ことに対しての考え方が今の説明で我々ないしは町民に説明がつくかということなのでござい

ますが、それについてはいかがでございましょうか。 

〇委員長（及川  保君） 三國谷助役。 

〇助役（三國谷公一君） 今財政課参事の方から、財政改革プログラム上で見込んでいる1,000

万円、これを目指して料金の見直し、改定を行ったわけなのですけれども、結果として300万円

か400万円程度になってしまいました。これは、今参事の方から説明したようにいろいろと議会

と協議する、また住民説明会という形でいろんなご意見をいただく中でやはり子供の分、この

辺の取り扱いが非常に大きかったというふうに考えております。ただ、今回見直し、改定の中

でそういった収入をふやすということも一つの目的でありますが、まず基本は受益者負担の一

つのあり方というのでしょうか。今まで従来どおり減免を全部していった方がいいのかという
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ことでは、多くの団体が少ない金額ですけれども、負担をしていただくようになったというこ

とでは基本的な部分で公平化が図られたのではないかなというふうに思っております、一つは。 

 あとは、この財源の1,000万円をどう確保するかということになりますと、これはまた今いた

だいている方に負担を願わなければ、いわゆるプログラム上の効果額が見込めないわけであり

ますけれども、かといっても１回改定して、またこれは３年ごとに見直しということにしてお

りますから、一つのルール、基本的なルールができましたので、また３年後に向けてどういう

形でご負担をいただけるのかということは十分検討してまいりたいなというふうに思っており

ます。 

 それと、もう一点、補足なのですけれども、今ちょっと参事も申し上げましたけれども、今

回はこういうことで料金がかかるようになりましたから、使う方が非常に使い方が上手に使っ

ているのです。時間単位で使ったり、今まで逆に言うとちょっとした小部屋で使えたものが無

料でしたから大きい部屋をずっと独占的に使っていたり、そういう部分が随分少なくなったと。

それが収入減にもつながっているわけですが、逆に町側からしますと、施設管理側からします

と、光熱水費にしても時間帯にしても大幅に効率的に使われておりますので、そういう部分で

の効果額も大きいのではないかなと、こういうふうにとらえておりますので、ご理解いただき

たいと思います。 

〇委員長（及川  保君） ９番、吉田正利委員。 

〇９番（吉田正利君） 説明はよくわかります。しかし、あれだけもんだ経過の中で手数料、

使用料の改正を行ったわけです。今の世の中において、財政はこういうふうな状況だから、Ｐ

Ｒ効果は非常によかったと思うのでございますが、結果はやはり結果だと思うのです。やはり

当初立てた数値というのは、1,000万円の数値をきちっと予算で確保するという姿勢が重要だと

思うのです。いろいろとその運び方の中では、今言ったような理由も出ているようでございま

すけれども、私はやはりそういうふうな意味では見方が甘かったのかなという感じでおります

が、いかがでしょうか。 

〇委員長（及川 保君） 辻経営企画課参事。 

〇経営企画課行財政担当参事（辻 昌秀君） ご質問のちょっと積算見込みが甘かったのでは

ないのかと。確かに利用時間の予測等の部分からすれば、どこまで把握できたかというのはご

ざいますけれども、やはりそういう効率化は図られるかなということは、今から見れば当然そ

ういうことを織り込むべきだったかなと、そういう部分はございます。ただ、そこの部分では

利用時間数等は、この辺はちょっと反省しなければならないかなと思います。ただ、なかなか

その額が当初よりいかなかったという部分については、これは町民の方と特に子供の部分につ

いてしっかり議論して、またご意見はしっかりお聞きして、そういう部分で町民の方の理解を

得られるような形での修正をした結果だというふうにとらえてございます。 

〇委員長（及川  保君） ほかございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） 次へ進みます。 
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 52ページから71ページまでの15款国庫支出金及び16款道支出金全般について質疑を受けたい

と思います。 

 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。補助金と交付金と委託金の関係で、10万円以下とい

うのが20弱あるのです、この中に。すべての部分で。この小規模の補助金や交付金や委託金に

係る事務経費が全く変わらないのか。これは、前にも私１度聞いたことあるのですけれども、

こういうものがかなりあるのですけれども、これに対する事務経費の関係で、これのような少

額の補助金や委託金の関係についてはどれぐらいの事務費がかかるのか、わかればちょっと教

えていただきたいと思います。全体でやるならやるで構いません。 

〇委員長（及川 保君） 辻経営企画課参事。 

〇経営企画課行財政担当参事（辻 昌秀君） 歳入の各項目で少額のものということで、今ご

質問の内容につきましては実際担当課が相当広範囲にまたがって、では実情はどうなのかなと

いう部分は全体的には事実は押さえていないという状況になっております。白老町の人口規模、

またこういう行政運営の中でこのぐらいの金額が、大きい自治体では当然金額が大きくなると

いう部分かなと思いますので、これが逆にうちでは金額が小さいから、では統合したり廃止と

かという部分は、やはりこれは国全体の議論ですから、なかなかそうはならないのかなと思い

ます。 

 あと、実際かかる事務という部分での一般的な傾向を申しますと、申請、実績報告、この辺

は大渕委員おっしゃるように大きな金額であっても小さな金額であっても、細かな積算内訳を

持つものは別にして、一般的にはそう違わないのかなと。これは、町債の借り入れなんかも例

えば500万円借りるのも１億円借りるのも同じと、そういう傾向は一般的にあろうかなと思いま

す。 

〇委員長（及川 保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。このことでとやかく言うつもりはないのです。ただ、

今三位一体改革でどんどん、どんどん国が押してきているわけです。それに対して、やっぱり

地方は合理的な自治体をつくらなくてはいけないわけです。ぜひ理事者側でこういうことは、

例えば統合するなり、もうちょっと合理的にやれる方法、少ないのは１万4,000円とかというの

もあるのです。それが1,000万円の補助金でも１万4,000円でも同じだなんていうことは、一般

的に言えば考えられないことだし、そのことが事務を詰まらせてしまうということになると思

うのです。国は、これだけいろんなことをやってくるわけですから、国に対してやっぱりこう

いうところを合理的にやりなさいというようなことを言えないものなのでしょうか。また、地

方六団体でそんなことは議論にはならないのでしょうか。 

〇委員長（及川  保君） 三國谷助役。 

〇助役（三國谷公一君）  地方六団体でということでございますけれども、こういうことは町

長レベルの会議でも助役レベルの会議でも正直なところ話題となっていないのが事実でござい

ます。今参事の方から言いましたように、それぞれちょっと目的が違いますので、事業の中身
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が違いますので、なかなかちょっとそうはならないのかなという気はしますけれども、一つ我々

もそういった助役の集まり等もございますので、また総務課長等の集まりもございますので、

そういうところでもちょっと話題として上げさせていただいて、全体的に協議をさせていただ

きたいと思います。 

〇委員長（及川 保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。それで納得しますけれども、ただ国がこれだけやっ

てくることに対して地方がきちっとやっぱりその対応策を考えなくては、あらゆる部分で対応

策を考えるべきだと思うのです。１万4,000円の補助金、交付金をもらうのに５万円も６万円も

かけているのでは、これは役場の職員だってたまらないです。やっぱりそういうことは合理的

に考えるというようなことで、僕は何も別に言ったっておかしくないことだと思うのです。だ

から、僕が今勘定しただけでも18ぐらいありますから、ぜひひとつ言って、地方、小さいとこ

ろがまとまって対応していくような形にしていただきたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 三國谷助役。 

〇助役（三國谷公一君）  十分検討させていただきます。 

〇委員長（及川  保君） ほかございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） 次へ進みます。 

 72ページから81ページまでの17款財産収入、18款寄付金、19款繰入金全般について、質疑の

ある方はどうぞ。ございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） 次へ進みます。 

 82ページから97ページまでの20款繰越金、21款諸収入、22款町債全般について質疑を受けま

す。ございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） これで第２表、債務負担行為、第３表、地方債及び歳入が終わりま

したが、この中で特に質疑漏れのある方がおりましたら、どうぞ。ございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

 斎藤征信委員、どうぞ。 

          〔13番 斎藤征信君登壇〕 

〇13番（斎藤征信君） 13番、斎藤でございます。平成18年度一般会計に反対する立場で討論

をいたします。 

 小泉現政府は、構造改革と三位一体改革路線の中で地方財政を圧迫し、格差社会をつくり出
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しただけでなくて、地方自治の存立そのものを危ういものにしています。本町議会定例会は、

政策上も予算上も地方自治の生き残りをかけた攻防になっていることは当然なことと理解して

います。しかし、憲法25条でいう健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を取り戻すために、

町政執行の努力を認めて、地方政治を苦しめる国の悪政からの影響を免罪するわけにはいかな

いと思っています。以上の観点から、次の理由をもって反対いたします。 

 一つ、国の財政事情からいっても大型開発事業の行方は町民生活を脅かすものに変わりなく、

現時点ではさらに町民本位の予算執行が求められていること。 

 二つ、歳入不足から各種公共料金の値上げ、受益者負担等により町民サービスに制約が生じ

ていること。また、消費税配分に頼らざるを得ない予算編成であること。 

 三つ、憲法の民主的条項の精神をさらに地方自治に生かす政策が必要であること。 

 以上の３点からの理由をもって反対したいと思います。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

 １番、小西秀延委員。 

          〔１番 小西秀延君登壇〕 

〇１番（小西秀延君） １番、小西秀延でございます。平成18年度一般会計予算案につきまし

て賛成討論を行いたいと思います。 

 平成18年度一般会計予算案は、三位一体改革の最終年度、また町税については固定資産税の

評価替えのための減収など、非常に厳しい条件での編成となりました。全体としましては3.3％

の増額ではありますが、消防庁舎を除いた比較では5,400万円の減となっております。事業費は

４億4,000万円、33％の増で港湾整備費約５億4,000万円や道路、また寿幸園の改築約8,500万円、

消防庁舎整備事業の３億7,000万円も計上しております。扶助費の身体障害者援助事業や児童手

当給付などの増加がありながらも歳出削減の取り組みにより7,900万円の削減効果を上げ、歳出

増大を抑制しております。全体的には少ない歳入でありますが、福祉に配慮しながら町の独自

政策も維持し、また歳入アップを図る産業振興を図るとともに懸案事項であった消防庁舎、寿

幸園整備に手をかけ、未利用地を売り払い歳入確保をするなど、細部にも配慮が見られる問題

解決型予算編成であり、評価に値するものであると認識をしております。 

 以上のことから、平成18年度予算案に賛成するものでございます。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） ほかに討論はございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第９号 平成18年度白老町一般会計予算、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手

を願います。 

          〔挙手多数〕 
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〇委員長（及川  保君） 賛成多数。 

 よって、議案第９号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 13番、斎藤征信委員。 

〇13番（斎藤征信君） 斎藤でございます。先ほどの意見につきまして、少数意見の留保をし

たいと思いますので、よろしく取り計らい願いたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 内容を簡単に述べてください。 

〇13番（斎藤征信君） 斎藤です。討論の内容と同じでございます。よろしくお願いいたしま

す。 

〇委員長（及川  保君） ただいま13番、斎藤征信委員より少数意見留保の発言がありました。

この発言に対し、ほかに賛成の方ございますか。賛成者は挙手を願います。 

          〔挙手２名〕 

〇委員長（及川  保君） 賛成あり。 

 ほかに賛成の委員がございますので、ただいまの少数意見の留保は成立いたしました。した

がいまして、本委員会終了後、直ちに所定の少数意見報告書を委員長を経由して議長に提出さ

れるよう手続をお願いいたします。 

                                           

    ◎散会の宣告 

〇委員長（及川  保君） お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ散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〕 

〇委員長（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散会することに決定いたしました。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 なお、あすの委員会は午前10時より開催いたしますので、ご承知願います。 

（午後 ４時０３分） 

 

 


