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○委員長（及川保君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 それでは 10 款教育費に入ります。106 ページから 109 ページまでの１項教育総務費全般

について。決算書は 151 ページから 156 ページでございます。 

 質疑のございます方はどうぞ。 

 はい。11 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 11 番、氏家でございます。109 ページ、このＡＥＤの部分なので

すけども、今回白老中学校だとか、白老町総合体育館、温水プール。19 年度におかれまし

てもまたそういった予算措置もされると思うのですけども、まず、このＡＥＤが設置され

ることについては本当にすばらしいことだと思います。 

 ただ、ＡＥＤがありきでですね、生命が守られるような、そういった風潮がもし今後出

てくるようであればですね、私それはちょっと違うのではないかなと思ったりもしており

ます。 

 このＡＥＤを設置することによって、それが安心感につながるのではなくて、しっかり

とした心肺蘇生のですね、講習、また勉強、知識をですね、町内の町民の方皆さま方に知

っていただくことがまず一番大事なことだろうと。そう思っておるわけです。 

 今回の一般質問の中でも等々そういった答弁をいただいているかと思いますけども、今

後の、まずこの学校関係に配置される場合、教職員に関しては 40％前後の講習を受けられ

ているという話は聞いております。これをまず 100％にしていかなければいけないと思い

ますが、また中学校におかれましては、子どもたち 13 歳以上の子どもたちには、こういっ

た心肺蘇生のですね、講習を受けられるようなことがあって、そしてこの 13 歳以上、ごめ

んなさい、もし 13 歳以上でなければちょっとあれですけど、13 歳以上の方であればこの

ＡＥＤを使用することができる法律だったと思いますが、その辺についての今後の学校に

関しての子どもたちの講習、勉強会等々についての質問をさせていただきたいと思います。 

 それと、一緒でいいですか。ずっと。 

 それとですね、起業家教育の部分でございます。ページ数言った方がいいですね。112

ページ。 

○委員長（及川保君） まだですね。その次ですから。１点だけですね。 

○委員（氏家裕治君） ごめんなさい。ＡＥＤの問題だけ。 

○委員長（及川保君） はい。本間学校教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君） はい。それではＡＥＤの関係でございます。 

 今氏家委員のお話がございましたけれども、13 歳以上の生徒に関する関係でございます

けども、私どもの方でも消防の方にも確認してございますが、現在のところその 13 歳以上

で講習を受けられる、受けられない。使える、使えないというような、法律的な判断につ

いては、ちょっと今確認できておりません。 

 ただ、今までの講習の内容でございますけれども、町内４中学校のうち二つの中学校に

ついては、ＰＴＡのお父さんお母さん方と一緒に講習を受けたとか、それと３年生が受け

たという学校もございまして、総体で 20 数名ぐらいの生徒がこういう講習を受けていると
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いう実態はございますが、その 13 歳以上の生徒の講習につきましてはちょっと、法的な根

拠については今抑えてございませんので、後ほど確認をさせていただきたいなというふう

に思います。以上です。 

○委員長（及川保君） 11 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 私もですね、今年の６月ですか。７月かに、この一般救命のです

ね、講習を受けまして、そして今までのやっぱりこの救命処置のやり方も変わってきてい

るのですね。今までは心肺蘇生 15 対１とかというですね、そういった方法が今 30 対２に

変わってきています。 

 毎年そういった部分では変わってはきているのですけども、私が何を言いたいかという

のは、ＡＥＤを使う前に、まずは心肺蘇生のそういった実施が必要だと。そして、救急車

にですね、その患者さんを渡すまでのですね、そういった行為が大切なのですね。 

 その中で、そのＡＥＤという部分がですね、本当にこう、それに対して作用すると言い

ますかね。重要な部分を占めてくるっていうところだと、僕は思っているのです。 

 ですから、ＡＥＤのないところというのは、本当に大変なことは大変なのです。ですか

ら、各施設にＡＥＤを設置するということは本当に大事なことなのですけども、やっぱり

その以前にそういった講習関係ですね。これをしっかり受けてくるのが大事だと。 

 それで、私のその受けた講習の中ではですね、小学校、13 歳未満ですか。の部分に関し

ては、そういった措置を実行することは許されていないということは聞いております。 

 ただ、その講習の中で、私が頭の中に残っているのが中学生からは、実際そういった講

習を受けて、そして実施できるのだということが頭に残っているものですから、そういっ

たものがですね、今分からないって今聞いたのですけども、たぶんそれはしっかり制度上

出来上がってきているものだと思いますので、その辺をしっかり把握していただきながら、

今後のですね、学校教育の現場の中で、そういった取り組みができるのであれば、ぜひ実

施していただければなと思います。 

 その中でたぶんですね、命の大切さ等々も学べると思いますのでね。そういった教育と

一緒に絡めてですね、このＡＥＤを、しっかり皆さんの、何と言うのですか、白老町の宝

にしていきたいなと、私は思うのです。 

 その辺についてのですね、答弁をもう一度お願いして、ＡＥＤの問題については終わり

ます。 

○委員長（及川保君） はい。本間学校教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君） はい。今氏家委員がおっしゃったように、私も先ほど申

し上げましたとおり、その法的根拠と言いますか、その辺を確認してございませんので、

それを確認しだい、今委員がおっしゃられたとおりですね、今後の学校教育の中、また学

校とも相談しながらですね、13 歳以上、中学生について、そういうことができるというこ

とであればですね、学校とも相談しながら、協議しながら進めてまいりたいというような

気持ちでおります。以上です。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 
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はい。４番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） ちょっと、今のＡＥＤに関連したものなのですが、きっとこれは

教育委員会でなくて全般に渡ることだと思うのですが、つい２、３日の前の新聞にですね、

苫小牧市でですね、ＡＥＤの整備計画というのを作ったという発表が新聞に載っていまし

た。 

 白老でもですね、今たまたま教育委員会が主に学校に設置しておりますけれども、全町

のそういう施設に対するですね、設置計画みたいなものをやっぱり作ってですね、やっぱ

り整備をしていかないと、それでは教育委員会が終わった後、それでいいのかというよう

なことになってしまいます。 

 それと、今言ったように研修だとか、そういうこともですね、やはりよく話を聞きまし

たら１回受けてもやっぱりあと２、３年ぐらいしましたらまた再講習を受けてですね、や

っぱりいかないと、１回受けただけでそれでいいという話でもないということも聞いてお

りますので、やっぱりそういうことですとか、やっぱり今度、１回設置しましたらこれで

いいというわけではないですよね。 

 電池ですとか、パットを取り替えるとかですね。その全体の耐用年数というのがあって、

やっぱりそういうものを定期的に取り替えていかないとだめなのですよ。 

 そういうことをやっぱり、そういう計画の中で進めていかなければ、全体の施設の中の

設置計画という形にはならないと思いますので、この間の私の一般質問でもですね、どこ

が答弁していいかというようなこと、困っているような状態ではですね、ちょっと困るの

ではないかなと思いますので、ぜひ白老でもですね、そういう設置計画というものをどこ

かの課が中心になって作ってですね、それに基づいて整備がされていくと。 

 そういう形をですね、とっていただきたいと思うのですが、どうでしょうか。 

○委員長（及川保君） はい。煤孫副町長。 

○副町長（煤孫正美君） はい。お答えいたします。一般質問でもありましたが、最終的

には結論は出ませんでしたけども、今鈴木委員が言われることはもっともでございますの

で、これからですね、そのＡＥＤに関してのその関係部局とのですね、ちょっと調整会議

等を作りまして、まず所管をどこにするかという、そういうものも含めてですね、検討し

ていきたいというふうに思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川保君） はい。12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 12 番、吉田です。107 ページの学校評議委員経費のところでお伺

いしたいと思います。 

 前に学校評議委員、この方たちは地域の声を学校運営に生かしていくっていうことで、

校長先生が指名をして選ばれて、いろいろな懇談をしながら学校運営に関わっていくって

いうことなのですが、確か回数がなかなかとれなくて、少ないということで、今回 32 回で

すか、９校で。32 回分の経費措置がされていました、18 年度は。 

 これは、かなり回数的には増えてきているのかどうなのか。それから、その評議員と学

校の会議がこの程度でだいたい十分な議論がされているのかどうなのか。その辺はどのよ
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うに抑えられていますでしょうか。 

○委員長（及川保君） はい。本間学校教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君） 学校評議員の関係のご質問でございます。 

 学校評議員につきましては、18 年度でございますが、社台小学校を除く９校で、延べ 32

回を開催してございます。 

 ご存知のとおり、学校評議員の設置要綱がございまして、その役割として学校の教育目

標や教育計画に関する事項、教育活動の実施に関する事項、学校と地域及び家庭との連携

に関する事項、その他校長が必要と認める事項というようなことの目的を持って、会合ま

たは学校に対してのご意見を伺うというような制度でございまして、18 年度の決算でござ

いますので、ちょっと関係がないかもしれませんが、平成 19 年度につきましては、残って

いました社台小学校につきましても学校評議員を設置してということで、全 10 校、今年度

からスタートしてございます。 

 その中で、回数または内容についてはどうなのかというご質問でございますけども、そ

ういった意味では回数的にも、中身的にも、充実してきているなというように考えてござ

いますし、また余計なことですが、19 年度におきましては学校評議員の方々の報酬につき

ましても、ボランティアでやっていただいているというようなことで、非常に地域の皆さ

ま方にはお世話になっているなというふうに考えてございます。 

○委員長（及川保君） 12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 実は、本当は９校ということで、社台が複式学級をやったり、そ

れから保育所もね、今後閉鎖されるということで、本当に学校にお子さんを出されている

方々にとってはいろいろな問題、それから納得できないことだとか分からないことが多い

のではないかな。 

 保育所からすると小学校ならまだいいのですけど、ないっていうことで他の保育所へ行

くようになりますのでね、そういった意味では私は社台になぜ置かないのかっていうこと

を聞こうと思ったら、今年 19 年度から実施されたのですね。 

 それでは予算措置されていたっていうことかな。10 校分で。 

その辺はちょっと見てこなかったのですけど、それであれば本当に、私は必要ではない

と思っているのかなと思って、これを聞こうと思ったのですが、それではもう全部評議員

のメンバーも出揃って、実施されているっていうことで解釈してよろしいのでしょうか。 

○委員長（及川保君） はい。本間学校教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君） はい。そのとおりでございます。 

 総勢につきましては、10 校で 43 名の方が 19 年度からお願いしてございまして、そうい

う意味では中身の濃い話を今後もしていっていただけるものというふうに期待していると

ころであります。 

 それと、予算措置の関係でございますけれども、先ほども私申し上げましたとおり、19

年度から学校評議員の方々には報酬、謝礼等を出さないで、ボランティアでやっていただ

いているということのご理解も、43 名の方々にいただいて、４月、５月に教育長、私と分
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担してですね、各学校を回りまして、辞令を交付させていただいて、その後いろいろな、

学校内でご意見をいただくような会合をやっている最中でございます。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） ボランティアということで、大変うれしいことだなというふうに

は思うのですが、ただ、高齢の方も大変多いような感じもしましたのでね、そういう交通

災害とかそういう保障はされているのですよね。会議はやっぱり学校へ集ってくるという

ことになりますのでね。交通費とかそういうのも全部ボランティアでやっていただけるの

であれば、そういったことの保障制度みたいなものは必要になるのではないかというふう

に思うのですが、その辺どうでしょうか。 

○委員長（及川保君） はい。本間学校教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君） その辺につきましては、学校評議員のみならずですね、

町に関係する非常勤の職員と言いますか、そういうようなことでの保険と言いますか、適

用、そういうようなことも含めて保障されているはずでございますので、その点について

は問題がないかなというふうに考えてございます。 

○委員長（及川保君） ちょっと総務課長の方で。 

 はい。白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 報酬以外の保障と言いますかね、そこにつきましては、総務

課の方で各課の所管する委員会とか審議会とか、そういうものを含めてですね、非常勤特

別職という位置付けですから、北海道市町村総合事務組合の方にですね、全部何と言うの

ですかね、加入金を納めて、有事の際はそういう保障がされるというような手続きはすべ

てとっております。以上です。 

○委員長（及川保君） はい。他、ございませんか。 

９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） ９番、吉田でございます。109 ページ、入学準備金制度の問題に

ついてお伺いいたします。17 年５件、18 年１件という数字が出ておりますが、これについ

ての見解をお願いいたします。 

○委員長（及川保君） はい。本間学校教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君） はい。入学準備金の関係でございます。 

 確かに今、吉田委員が言われましたとおり、平成 16 年度につきましては貸付件数８件。

17 年度につきましては５件。18 年度につきましては１件というようなことで、年々件数的

には下がってございます。 

 その要因といたしましては、昨年度のこの決算審査の委員会の中でも、例えばＰＲの関

係だとか、その辺のご指摘もございました。 

 それで、今までは前年度の世帯収入、簡単に申し上げますと家族４人、家族５人、家族

６人であっても、世帯の収入が 500 万円以下の方というような一つの融資基準と言います

か、そういうのを設けてございましたけども、前年度の世帯主の住民税課税標準額 190 万

円以下の方と。これも簡単に申し上げますと、例えば４人家族であれば、今まで 500 万円
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だったのが 550 万円。５人家族でありましたら 595 万円。６人家族でありましたら 645 万

円というような形で、いわゆる限度額を引き上げてございます。 

 それと、１番の問題につきましては、銀行さんに町内の３行さんにお願いしてございま

すけども、その中で原則保険会社の保障を得られることと。それと、準備金の償還につい

て十分な能力を有する方というような条件がございます。 

 それで、我々の分析と言いますか、件数が減った要因といたしましては、それらのこと

で、ここで申し上げていいのかどうか分かりませんけども、例えば多重債務者だとか、申

し込みはするのですが、多重債務だとかということで、銀行の方で蹴られるというような

ケースもあるやに聞いてございます。 

 ただ、その他にも例えば民間または財団法人的な国の機関などに、結構いろいろな融資

制度がございまして、それらの活用も含めてですね、この入学準備金についての件数が落

ちているのかなというふうには、我々の方では捉えてございます。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） まず第１点は、年度が推移するによってやはり、貸付件数が減る

ということは、これ町長の目玉の一つの政策だったと私は感じておるのでございます。 

 そういうふうな意味で、やはり対象の生徒さんが、今後教育上やはりこれからこれらの

資金を活用して、上の学校へ行かれるというような準備金という意味で判断しているので

すが、できるだけ逆に、やはり対象者が増えるようなデータであればよろしいのですが、

逆に減っているものですから、随分気になるわけです。 

 それで、今課長がおっしゃったように、ともかくこのような制度というのは、そういう

ふうなことを救済するためにあるわけですから、例えば銀行のいろいろな諸条件にそぐわ

ないという方が出ても、それを救済する、できるような処置を、やはり部署で考えていく

べきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

○委員長（及川保君） はい。山崎教育長。 

○教育長（山崎宏一君） 今のお話の趣旨はですね、十分に、一般的には理解できるとこ

ろでございますけれども、償還ということがですね、やはり発生するものですから、やは

り町が直接お貸しをしているということではなくてですね、やっぱり金融機関を通してと

いうのがございまして、やはり一方では貸付を多くするというのは基本的にはこういうこ

となのでしょうけれども、一方では償還と言いましょうかね、そういうことがございます

ので、なかなか思うような形で展開しないというのが実情でございますけれども、しかし

先ほど来から言っておりますとおり、ＰＲ等々含めてですね、これについては先ほど委員

がおっしゃるとおり、町長の大きな政策の一環でもございますので、なかなかその辺の部

分のですね、解消は、実態的には大変だなというふうに思いますけども、ＰＲ含めてこれ

からもそういう形で、一人でも多くですね、この制度をですね、活用していただいていく

ようにですね、ＰＲ等々含めては実証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） ９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 理由はよく分かります。そういうふうなことで、規定からいきま
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すと銀行ですから、そのような条件体は明確にすることだと思うのですけれども、ともか

く救済の目的というのは、逆にやはり町長が、やはり自分の一つの指針として出している

わけございますので、できる限りそれを、やっぱり需給しやすいような方法を、やはり難

しい中にも選択していけるような制度にしていただきたいと思います。以上です。 

○委員長（及川保君） いいですか。今教育長の方から説明ありましたけど。 

○委員（吉田正利君） はい。いいです。 

○委員長（及川保君） はい。18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 18 番、加藤ですが、106 ページ、教育委員会経費で伺いたいと思

います。 

 総務文教常任委員会で教育委員の皆さんと懇談したことがございまして、そのときでも

一部申し上げたことでございますけれども、教育委員会の活動というものが、なかなかど

のような活動をしておられるのか、もちろん所掌事務みたいなのはきちっと決まっている

から、その範囲内でやっておられるのでしょうけれども。 

 このデータを見ますと、教育委員会を年に 14 回。18 年の場合 14 回もやっておられる。

それから、相当いろいろな大会だとかなんかでそれぞれあちらこちらに出たりなんかして

ですね、多く出張したり、いろいろ教育委員会としての活動をしていることはこれでよく

分かるのですが、どうも中身がですね、我々にちょっと十分分からないというのが、ＰＲ

不足だといえばそのとおりなのかもしれない。どうしてＰＲする必要があるのだと言われ

れば、何もＰＲまでする必要はないというけれども、活動の内容がちょっと、よく分から

ないという。 

 それと、教育委員というのは議会の議決を得て選任されている以上ですね、もう少し我々

議会と教育委員の方々との接点があっていいのではないのかなという気がしているのです

が、教育長はもちろん議会に出席していますし、担当部局も出席しているから、問題ない

のでしょうが、どうでしょう。一つの提案としてですね、教育委員の委員長とまでいかな

くても、議会にこう、委員の中からですね、交替交替でもいいから議会にこう、出席する

ような方法も講じられないものかどうかですね。 

 もちろん、テーマによっては教育委員の出席を求めることはできると思うのですが、何

もテーマがないのに教育委員の方々が来るというのはいかがなものかとも思いますけれど

も、そういう面でお互いに議会での議論、それから教育委員でのいろいろな問題について

の質問等をですね、やはり教育委員の方々も自分の耳でですね、確認すると。 

 教育長なり課長さんなりを通じて、後日報告を受けるだけではぴんとこないのではない

かなと、僕はそんな感じもしているのです。 

 一般論として、教育委員会の形骸化なんていう言葉までですね、白老はそういうふうに

はなっていないことは分かりますけれども、一般論としてそういう話も我々耳にするもの

ですから、何とかそういうような方法も一つ講じてみてはいかがかなと。今後の課題にな

るかどうかは別にしても、その辺りについての教育長のお考えを承りたいと思います。 

○委員長（及川保君） はい。山崎教育長。 
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○教育長（山崎宏一君） 教育委員会教育委員の活動がなかなか議会含めてですね、各地

域町民の方にですね、表面的に現れていないということだというふうに、簡単に言います

とそういうことだというふうに思います。 

 それですね、前後しますが、議会にですね、教育委員長の出席についてはですね、これ

手続上すればできる話でございますので、この件、今私の段階でしますということにはち

ょっとできませんけれども、全体の中でですね、教育委員長の出席が必要ということであ

ればですね、それは取り組めるというふうに考えております。 

 また、今回ですね、まだ来年からすぐスタートではございませんが、いろいろ教育三法

のですね、改正等々によりまして、その教育委員会の活動等もですね、議会の方にご報告

と言いましょうか、そういうシステムもですね、構築と言いますか。できるというふうに

一部聞いてございますので、ですからこれからについては、年度がですね、はっきりして

おりませんけども、だいたい 2011 年ぐらいまでにですね、いろいろなその整備がされてい

くということでちょっと段階的にあるようでございますけども、そういうことで、そうい

う法的な部分での議会に対する報告も考えられているようでございますのでね、そういう

ことも含めて、今委員さんの議会出席についても、これは可能でございますので、その辺

意思統一と言いましょうか。協議をして、判断をしたいなというふうに思っております。 

○委員長（及川保君） はい。18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 18 番、加藤ですが、非常に良いことだと思うので、積極的にです

ね、そういう議会等にも参画してもらうし、もし機会があれば我々の方もですね、教育委

員会の会合などにもね、出たいなという気も持っているのですが、いつ召集されているの

かも我々よく分からないのがあるのです。 

 と申しますのは、白老町の歳出全般で言うと、数値的には 4.9％。５％近くですね、教

育費につぎ込んでいるわけですね。 

 それから、一般財源の充当率からいくと、６％近くにもね、なっているのでね。それが

一番になっているという意味ではなくてですね、そういう大きなお金をですね、金額にす

ると５億円近いのですかね。そういうものが行っているということからいくとですね、も

う少しお互いにですね、我々も教育委員会に関心を持ち、教育委員会も議会の方に関心を

持ってもらうと。そういう計画があるようですから、大いに期待しております。答弁はい

りません。よろしくお願いします。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

はい。７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 109 ページの入学準備金貸付事業について。私も吉田委員同様、

同じような考え方を以前から持っておりまして、やはり 18 年度たった１件しかですね、申

し込みがなかったというのは非常に残念だなと思っております。 

 それで、前からも申し上げているのですけれども、この貸付制度のですね、あり方自体

が、何と言うのですか、仕組みとしてね、ちょっと無理があるのではないかと。例えば、

一般の奨学金でしたら、借り入れする本人いますよね。学生本人。その者の、何と言うの
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ですか、将来払う、そういう形での普通奨学金というのがあるのですけども、この場合は、

白老町の場合は親が、収入によって判断されてしまうと。 

 それで、私もやはり何人かの親御さんから断られましたと。それで、他の公的な奨学金

を申し込みまして、そちらの方からもらいましたと。ただ、そちらの方からもらうと、や

っぱり利子がかかるわけですよね、利息が。 

 それで、白老町の準備金というのは、利息がね、かからないわけですから、非常にこち

らを借りたかったと。やはり、そのときに、やはり、私前も言ったと思うのですけども、

やっぱり本人、学生本人が払うような仕組みも考えていただけないかということを申し上

げていたのですけど、その辺はいかがでしょうか。 

○委員長（及川保君） はい。山崎教育長。 

○教育長（山崎宏一君） 先ほど委員さんの方にですね、お話したとおりでございますけ

ども、そうなりますとですね、考えられるのは、町が自ら基金等を作りましてね、町が自

らお貸しをするということが一つ。 

 それと、今断言できませんけども、ご本人、これから進学される方々が、もちろん借り

る対象になるのですけども、ただその方の、やはり今のシステムですと今後の償還がどう

しても生じるものですからね。 

 まだ子どもたちは、これから入学して、何年後になるか分かりませんけれども、その方

が償還するということになると、その段階でなかなか保障がとれないという部分がこれ、

ありますよね。まだ働いてはおりませんし、今後どういう職に就くかということもまだ未

知数でございますのでね。 

 今の制度ではちょっと、それはですね、不可能かなというふうに思っております。 

 ただ、おっしゃる意味はね、ちょっと分かりますけども、今の制度自体の中ではちょっ

と、困難性が強いというふうに考えておりますので、もしこれを先ほど来から言っている

とおり、一人でも多くの方々にお貸しをすると。また、その本人を対象にしたその貸付と

言いましょうか。将来見通したと。 

 そんなこともですね、なかなか、言葉ではちょっと分かりますけども、実態としてはな

かなかちょっと、今の状態では困難性が強いということでございますので、なかなかこれ

については、白老町が今の状況の中で基金を独自で持って、そして貸付をするというのは

ちょっと、困難性が強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。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（及川保君） はい。それでは次に進みます。 

109 ページから 113 ページまでの２項小学校費全般について。決算書は 155 ページから

158 ページでございます。 

 質疑のあります方、どうぞ。 

 ３番、山本浩平副委員長。 

○副委員長（山本浩平君） はい。111 ページの学校施設管理経費及び学校施設整備事業
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ですね。学校は当然これ、いろいろランニングコスト、相当かかると思うのですね。老朽

化した学校は特にランニングコストがかかると思うのですよ。 

 そこでですね、学校のランニングコストと適正配置との関連性についてお尋ねしたいと

思います。 

 先の町内会連合会主催のタウンミーティングの際にですね、町民の方から適正配置と財

政問題と関連あるのかというご質問がありまして、そのときの町側の回答としては、望ま

しい教育環境を作るということであり、ちょっと言葉はそのとおりではないかもしれませ

んけれども、いわゆる財政問題とは全く切り離して考えていますというお答えだったので

すけれども、私はですね、今この財政健全化の大変真っただ中の最中に、この財政健全化

を切り離して、その適正配置の問題を語るということは、私はできないのではないのかな

というふうに感じております。  

 例えば四つの学校が三つになる、二つの学校が一つになるということでは、当然ランニ

ングコストはそれだけいらなくなるという、単純にですよ。ただ、もっとかかりますと言

われたら、それはまたその説明を伺いますけれども、当然そのような形でまた持っていか

なければならないと思うのですよ。 

 ですからその、逆にですね、そういう説明をされたときに、いわゆる町民の方からはで

すね、それでは教育環境は今のままでいいのだと。少数の人数で学習できる方が、一人ひ

とりの子どもたちを見てもらえるし、例えば部活に関してもね、いろいろな方法、各学校

と共同してやるとか、地域型スポーツ関係のそれを利用してクリアするから、いいですよ

というようなことでですね、また先送りになる可能性が出てくるのではないのかなと思う

のですよ。 

 私はやはり、財政問題と絡めた形の中で持っていくことが、全体的なですね、町民のや

っぱり理解を得られるのではないのかなと。このように考えているのですけども、その点

についてご見解を賜りたいと存じます。 

○委員長（及川保君） はい。三國谷副町長。 

○副町長（三国谷公一君） 私がですね、まちづくり懇談会で答えた部分でございますの

で、私からちょっと答弁させていただきたいと思いますが、これ前段のですね、学校の適

正配置に関わるその住民説明会の部分をお聞きになっていないとちょっと理解できない部

分だと思うのです。 

 これは、私ども適正配置を行うに当たって随分住民の皆さんから、財政が厳しいから適

正配置を行うのでしょうという話を、質問を受けているのです。 

 ですから、必ずしも財政が厳しいからこの適正配置を進めることではありませんと。あ

くまでも、教育上の観点ですと。これが第一義ですよと。こういうふうに言っています。

これは事実です。 

 そういう質問で、前回そういうふうに町の方で言っているのに、今回要するにまちづく

り懇談会の財政改革プログラムの説明の文章の中に 10 年来の懸案事項の先送りという中

で、この部分が進んでいなかったからという、その行革の観点から、進んでいなかったの



 - 11 - 

だ。だから、それが財政の悪化の要因だったのだというふうにこう、とられるような質問

をされたものですから、それは違いますよということで説明した部分でございます。 

 それと、もう一つ適配で説明させていただいているのは、確かに現状の制度の中ではで

すね、適正配置を進めても、教諭の関係、これは道職員ですから。道の関係では職員数が

最終的に減るとかということはあるかもしれませんが、町の財政上の影響の部分ではです

ね、学校を統合することで今の計画の中では、新たにその、萩野中学校ということに統合

先を想定してございますけれども、ここでやはり改築等々で経費がかかる部分と、スクー

ルバスを回すことでの経費がかかるということで、試算上はですね、やはり増えることに

なるのですよ。経費的には。 

 ただ、委員がおっしゃるように、そうすると他の空いた学校がね、空いた学校の中で今

後かかる、例えば修繕の関係、これがちょっと経費的には結果として削減されるのではな

いかということは出てくるかもしれませんが、これは今のところ、それは再利用させてい

ただいて、もうなくすということではなくてですね、地域でやはり有効活用していただき

たいと。こういうことになっていますから、いずれにしてもこれは当然経費のかかること

ですから。 

 ですから、今数字的には統合することで経費節減ということには、実はなっていないわ

けです。それでもなぜやるのかと。それはあくまでも子どもたちに、今ちょっと質問がご

ざいましたけれども、最低限クラス替えができる、人格形成上またそれから教育上の観点

からですね、クラブ活動の観点から、こういうことをもろもろ考慮してより良い教育環境

を整備するためにやるということが一次的な私どもの統廃合の一つの理由ですと。こうい

うふうに申し上げているということでございます。 

○委員長（及川保君） ３番、山本浩平副委員長。 

○副委員長（山本浩平君） はい。ただ今の統廃合することによって、逆に試算上は経費

は増加するというお答えだったのですけれども、学校教育ということでですね、これは最

低限必要なものに関しては、それはもちろんやるべきだと思いますけども、こういう財政

のですね、厳しい状況の中においてはですね、統合したにも関わらず試算上は増加するよ

うな、やはり計画は私は立てるべきではないと思うのですよ。 

 やはり、統合するわけですから、それはやはりいろいろな方策をとって、削減すると。

経費も削減するような方向で考えるのが、これは見解の違いと言われればそれまでなので

すけども、私はそうすべきだというふうに考えます。 

 それとですね、このいわゆる財政再建に向けた取り組みにこの資料ですね。この前提示

された。この中に、10 年来の課題、行財政改革、重要課題の遅れの中で、町立病院から始

まって保育園の統合、民間委託、寿幸園の改築、小中学校の適正配置ということで、行財

政改革の重要課題の遅れということでやはり、謳っているわけですから、これやはり、矛

盾するというふうに、私はどうしても思うのですよね。 

 当然ここで謳っているわけですから、これは当然財政問題と絡むでしょうというふうに

町民の方が受け取っても、僕は当然だと思うのですよ。 
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 その辺がちょっとやはり、よく理解できないものですから、同じことの質問になると思

うのですけども、この点についてはいかがですか。 

○委員長（及川保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三国谷公一君） ですから、学校の適正配置に当たってもですね、経費的なこ

とを考えていないという視点でちょっと考えられたら困るのですが、意見の中には、それ

では新しい学校をですね、３校新しい学校を一つ作ったらいいのではないかという、こう

いう理想的な教育環境というのであれば、新たにそういう学校を萩野中にこだわらす、１

番適したところに建てればいいのではないですかという意見も当然出てきます。 

 ですから、それは何も経費的なことを考えていないということではなくて、そういうこ

とも含めて萩野中学校がということでご説明申し上げていると思うのですがね、統廃合す

る中にあっても、やはり使えるものはきちっと使いましょうと。 

 そういうことで１番経費のかからないというまた言葉を使ってしまうとおかしいのです

けども、そういったことの経費的なことも考えて、萩野中学校を活用したいと。こういう

ことで方針を出しているわけでありまして、決してその経費的なことを考えないでそうい

う結論を出しているということではないということを一つ理解いただきたいと思います。 

 それと、先ほど言いましたように、その説明資料の中で、病院と保育園と寿幸園と絡め

てこれが載っているので、竹浦で質問された方もそういう観点で質問されたというふうに

思っているのです。 

 そこで、私が申し上げているのは、行革というのは何も全部経費を節減することを目的

にやることではないですよと。やはりその中にあっても、限られた財源の中で効率的、効

果的にやはり事業を進める。そういう中で、例えば適正配置はそういった中で教育効果を

上げるだとか、子どもたちの教育を向上させる。そういう観点からですね、見直すべきは

見直すことも行革の一環ですと。 

 ですから、そこに並べてある一律の並列で見ないでくださいと。そういうことでちょっ

と私も説明申し上げたつもりでいるのですが、確かにそこの中で並べて見られるとですね、

全部その学校の適正配置も経費を節減するためにやるように、どうしても読まれてしまう

ということで、私はあそこではそういう質問に対してですね、そういうご説明というか、

答弁をさせていただいたというふうに思っております。 

○委員長（及川保君） ３番、山本浩平副委員長。 

○副委員長（山本浩平君） はい。学校というのはですね、例えばそこにお子さんがいら

っしゃらなくて、古くからその地域に、いわゆる住民としてですね、お住まいになってい

る方たちのシンボル。心のよりどころ的なものも必ずあるわけですよね。 

 ですからね、その子どもの教育環境ばかりではなくて、逆に財政問題に絡めて、今財政

問題と全然切り離して考えていいですよといったら、それだったらこのままの方が教育環

境としてはいいのだから、全部これうちの地域は残してくださいというような発想になっ

ても私はおかしくないと思うので、そういう人たちも必ず出てくると思うのですよ。 

 それで、なぜこういう質問をするというと、いわゆる適正配置にまた遅れを生じたりと
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か、非常にその計画を進めるのにですね、推し進めるのに、やりにくい状況を作るような

形になっていくのではないのかなという懸念でこのように質問させていただいております。 

 ですから、答弁はいらないのですけれども、その辺をいわゆる住民に対しての説明をで

すね、今後できるだけご理解をいただけるようなですね、説明をして推し進めていってい

ただきたいなというふうに思います。 

○委員長（及川保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三国谷公一君） 今おっしゃった、教育環境を良くするのであればこのままが

いいという、そういうことになってしまうという趣旨のご発言なのですけどね、そこが大

事なところで、だから財政問題とは切り離して、まずは今おっしゃった教育環境。今ある

環境は私どもは良くないと思っているのですよ。基本的な部分で。 

 要するに、確かに少人数で目の行き届く教育は、これは否定しません。だから、メリッ

トあります、デメリットありますと言っているのですよ。だけども、今の環境よりも、統

合することで教育環境を充実させる、向上させられる、させなければならないと。そうい

う観点で、この適正配置を考えているということを基本に置いてございますので、今山本

副委員長がおっしゃるように、そういうことであれば今のままがいいということについて

はですね、我々はそれは良しとしていないのですね。 

 確かにそういう方もいらっしゃいますし、それが全部悪いとは言っていません。そうい

うこともあるけれども、それを超えて、やはり最低限クラス替えのできる区分での学校が、

適正な規模でしょうと。そういう観点から、私どもは地域にご理解を求めているというこ

とでございます。 

○委員長（及川保君） はい。山崎教育長。 

○教育長（山崎宏一君） ご答弁の方、ダブらないということでお話したいと思いますけ

れども、今山本副委員長の方からですね、確かに学校は地域にとってはですね、歴史もあ

り、卒業者が多くいるということも事実でございます。それももちろん、地域のシンボル

としてですね、今まで来ておりますのでね。 

ですから、それも私方は分からないわけではないのですけども、今三國谷副町長の方か

らですね、お話のとおり、この少子化がですね、状況を見ますと、もう１学年１学級でも

う 20 名をきると。というよりも、むしろ 12、13 名と言った方が適当だと思いますけども、

そういう状況がですね、果たしてどうかということの、まず出発点でございましてね、基

本的にはそういう子どもたちの学校教育のですね、望ましい学校のあるべき姿にしていこ

うと。これが基本でございます。 

 ですから、そういうことを訴えてきておりますし、当然その中にはですね、地域の方々

も当然いらっしゃいます。それで、やっぱり議論はですね、地域とその保護者ということ

を分けて考えますと、それが議論されるのかなと、また見方も違うのかなと思っておりま

すが、ですから、まず第一に子どもの教育環境。これを充実しなければだめだというのを、

まず第一に考えてございますのでね。確かにシンボル的なものがですね、なくなるという

のは当然そうなりますけども、この辺はですね、やはり子どもの教育環境の充実というこ
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とを最優先、最重点にですね、考えていだきたいということを説明会の中でもね、お話を

させていただいているところでございます。 

 そんなことで、町、教育委員会含めてですね、基本的にはそういう考えでご説明をして

おりますし、またこれからもそういうことでですね、ご説明を申し上げて理解をしていた

だくようにですね、努力をしたい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。 

はい。11 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） はい。11 番、氏家です。先ほどちょっと私間違えてですね、質問

しましたけど、112 ページ。一昨年から始めた、18 年度ですね。起業家教育の実践研究事

業。それとですね、もう一つ、基礎学力の定着度調査事業。この２点についてちょっとお

伺いしたいと思います。 

 この起業家教育のですね、実践事業。これは、18 年度は、今まではですね、外部の事業

者に依頼してですね、この事業を推進してきたと。18 年度につきましては、その外部に丸々

お願いしていたものを地域のスタッフ養成をして、各学校で事業展開をしてきたと。 

 それで、こういった予算の中で推進してきていると思うのですけども、これからの 19

年度に当たりましての考え方ですね。今度は、教育委員会が主体となって、例えば地域の

スタッフ、ボランティアの方々を中心にですね、また学校で各展開をされるのではないの

かなという予想はするのです。 

 それで 18 年度、道からですね、経済産業局でしたか、何か向こうからも職員の方が一緒

に来られてですね、スタッフのメンバーとして一緒に展開してきたと。白老の実情を見な

がら、たぶん道に帰っていると思うのです。 

 それで、19 年度に対してですね、そういった成果を含めてですね、19 年度の推進がどう

いう形で行われていくのか、もし分かればですね、そういった予算措置に関しても教えて

いただきたいなと思います。 

 それからもう１点。これ、基礎学力の定着度調査についてですけども、これはもう調査

は終わって、たぶん結果も出てきているのではないのかなと思います。白老町がですね、

この胆振管内の中で、全道的な部分でどういった位置的にあるのか、またその辺をしっか

りですね、理解した中で 19 年度、どういった学習指導要領も変わると言いますけども、ど

ういった取り組みをこれから行っていこうとしているのか、もし分かればですね、その辺

の方針関係もちょっと聞かせていただきたいと思います。 

○委員長（及川保君） はい。本間学校教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君） はい。それでは２点ほど出ましたけど、まず１点目の起

業家教育実践研究事業の関係でございますが、氏家委員がおっしゃられますとおり、17 年

度につきましては道の補助をいただきまして、事業を約 30 万円ほどの事業を展開してござ

います。 

 18 年度につきましては、町の単独事業ということで実施してございます。それらの実績

といたしまして、ただ今、道の経済産業局の方から、白老町は非常にこういう事業につい
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て、理解を示して、または結果も残して頑張っているなということの、手前みそでござい

ますけどお褒めなんかもいただきまして、実は今定例会に補正予算を提案してございます

けども、基本的には町の商工会。ここで言っていいのかどうか分かりませんけど、商工会

を事務局といたしまして、商工会に直接やっていただく事業でございますが、その内の一

般財源で一部町の方でも数万円ですけども、補正予算をあげさせていただいて、これも地

域の人材育成だとか、それと小中学生に対するそのキャリア教育、起業家教育等の事業を

展開したいなというふうに考えてございます。 

 これも、先ほど申し上げましたとおり、道の経済産業局の方から、道内で確か２、３箇

所、確か２箇所ぐらいだったと思いますけども、そういうような打診がございまして、内

部検討してやらせていただくような方向で、今動いてございます。以上でございます。 

 失礼しました。もう１点、基礎学力定着度調査でございますけども、基礎学力調査のこ

の 112 ページの関係でございますけども、18 年度につきましては、小学校で初めて国語と

算数で３年生を実施してございます。その前には中学生もやってございますけども、この

18 年度におきましては、国語・算数２教科、179 名の３年生に対してやってございます。 

 この辺のことにつきましては、今後もこのような結果を踏まえて、各学校での学習指導

につなげていきたいということで、まだ初年度でございますので、私から言うのもあれで

すけども、教育というのは一長一短に結果が出るものではございませんので、当面この辺

のことも通年は続けていかなければある程度の一定の成果は見えてこないのかなというふ

うに考えてございます。答弁になったかどうか分かりませんけども、以上でございます。 

○委員長（及川保君） はい。山崎教育長。 

○教育長（山崎宏一君） これの実態上、今回ですね、全国でやったのと違いましてね、

これ白老独自のものでございますので、ですから民間を使ってやっているということでご

ざいますので、それは管内統一でやっているわけでもないですし、全道統一でやっている

わけでもないのですよ。 

 ですから、管内での位置付けだとかね、そういうのはちょっと出てこないということで

ございます。 

○委員長（及川保君） 11 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） はい。11 番、氏家です。今教育長からちょっと答弁がありました、

管内で統一してやっているものではないから分からない。確かにそうだと思う、同じ基準

のものでやっているわけではないと思います。 

 ただですね、教育長これ、白老町で、町内でやっているわけではないですよね。これ臨

時というか、外部にお願いしているのですよね。委託ですよね。となればですね、その委

託先の部分というのは、だいたい例えば全道、また胆振管内の部分というのは、ある程度

の例えば基準、算数・国語でしたらね。そういった基準というのは、把握されているので

はないでしょうか。その中での、例えば白老町は今こういった実態にありますよというも

のはですね、向こうからもそういったものというのはないのでしょうか。 

 僕、それがないとですね、この基礎学力度調査というのは何のためにやるのかが僕わか
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らない。そんな気がしてならないのですけども、その辺についてはどうでしょうか。 

○委員長（及川保君） 山崎教育長。 

○教育長（山崎宏一君） 今お話に出たように、管内ではありませんけども、全国で結局

手がけているところがたくさん独自であるわけですよね。ですから、そこの集約したもの

とのですね、白老町とのその比較と言いましょうか。そういうものはですね、出てきてお

ります。 

○委員長（及川保君） はい。11 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） はい。11 番、氏家です。ですから、私思うにはですね、そういっ

た例えばその、基礎学力度の部分が今小学校３年生まで下がってですね、そしてしっかり

した取り組みを今やっているということは、本当にすばらしいことだなと思いますし、今

後それを生かしていかなければならないだろうなと思います。 

 それで、ぜひですね、そういった部分をこう、何ですか、考え方の一番底辺に置いてで

すね、これからの学校教育の中に生かしていただければなと思います。 

 それから、起業家教育の実践研究事業。これが来年度も引き続きですね、行われていく

のだろうなと、今答弁の中ではそういった感覚を持ちましたけども、私もですね、去年こ

の事業には自分自身が参加して、身で感じて、この重要性と言いますかね。この事業自体

が本当に子どもたちの個々のそういった資質の向上と言いますかね、知らなかった自分探

しみたいなものに、こう髄分役立つのではないのかなと思っている一人でございます。 

 それで、ぜひですね、今回そういった道からの白老町の取り組みが認められて、そうい

った補助制度の中でこういった事業がまた展開されるのであればですね、今まで以上ので

すね、地域ボランティアスタッフ、また地域と子どもたち、またそういった関係性も含め

てですね、充実した展開をしていただきたいなと思います。以上です。 

○委員長（及川保君） はい。本間学校教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君） １点だけ、私の方でのお答えがまずかったのかもしれま

せんけど、来年度以降、20 年度以降ということではございませんで、19 年度、今定例会に

その辺の補正予算をご提案申し上げるということでございまして、来年度以降、町長も常々

申し上げていますけども、やはり財政状況のこともございますので、いろいろなその、特

定財源を持ち込んでのいろいろな事業展開は、我々今後いろいろなところから引っ張って

おかなくてはいけないなと。 

 ただ、単独事業として一般財源を持ち出してやるということになりますと、今私の方か

ら 20 年度以降も続けますというようなことは非常に難しいのかなという気はしています

が、精神論としてはそういうふうに考えていきたいなというふうに思います。 

○委員長（及川保君） はい。他、ございませんか。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時０１分 

 

再開 午後 ２時１５分 
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○委員長（及川保君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 それでは、はい。続きを何かございませんか。ございませんね。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（及川保君） はい。それでは次に進みます。 

 113 ページから 117 ページまでの、３項中学校費、４項幼稚園費全般について。決算書

は 157 ページから 162 ページでございます。 

 質疑のあります方はどうぞ。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（及川保君） はい。それでは次に進みます。 

 はい。117 ページ、５目社会教育費１項社会教育総務費から 122 ページ、２目公民館費

まで。決算書は 161 ページから 164 ページでございます。 

 質疑のございます方はどうぞ。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（及川保君） はい。次に進みます。 

 122 ページ、３目図書館費から 126 ページ、５目仙台藩白老元陣屋資料館管理費まで。

決算書は 163 ページから 166 ページまででございます。 

 質疑のございます方はどうぞ。 

 はい。11 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） はい。11 番、氏家です。ちょっとこれは先日の一般質問もちょっ

と関わってきたことなのですけども、１点だけお聞きしたいことがあるのです。 

 ページ数はですね、122 ページ、この図書館運営経費で聞いた方がいいのかちょっと、

図書等購入経費ですね、123 ページ。ここで聞いた方がいいのかちょっと分かりませんけ

れども、例えばですね、先日の質問の中でちょっとお聞きしたところの、学校図書館の整

備事業で新たな５カ年計画というのが組まれたと。それで、これは国のですね、政策の中

で、例えば５カ年計画の中で 1,000 億円、毎年 200 億円ぐらいのですね、５カ年計画だと。 

 これが、補助金ではなくて、地方交付税対応なのだと。僕その辺がちょっとですね、こ

の４年間僕ずっといろいろな部分でこう、頭で考えながらですね、この地方交付税対応と

いうところがどうも理解できないのですよね。いいのですよ。 

 ただ、この何と言うのですか、一般の例えば税収があって、白老町としての財源がこう

あってですね、足りない分を地方交付税で補っているというのは分かるのです。 

 その中で、例えば国の政策でこういった毎年年間 200 億円の事業規模で、地方交付税対

応して、学校の図書館整備をこうやっていくのですよという方針が出てきます。出てきた

ときにですね、これが一体その、オンされてきているものなのか、でもされてきていない

という話も聞きますしね。その中で何か、うやむやな中で展開していくような形がどうし

てもですね、この４年間ずっとこういう話を聞きながら、地方交付税、それからその補助

金の対応の仕方。これは本当にですね、この４年間の集大成の中では勉強しきれなかった

部分なのです。 
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 それで、今回もですね、こういった政策が出てきました。学校図書の整備、この間教育

長の方から萩野小学校については 100％の整備が終わっていますよと。あと残りは 50％で

しょうか、60％か。これをまた 100％に近づけるための、今回のこういういった事業だと、

僕は思っているのですね。 

 これが、例えば地方交付税の中で行われる事業であればですね、地方交付税というのは

別に何に使ってもいいという使われ方をするというのが、一つのあり方みたいな形でもっ

て、ずっとこの４年間僕も聞いてきたことだったのですけども。 

 では、実際この、こういった処置をされた中でね、この学校図書、これ学校図書に関し

てはどこにも例えば整備の部分で出てきていないですよね。数字的なものはね。備品購入

費だとか、そういった部分の中に入ってきているのかどうかですね。そういったものをち

ょっと含めながら、今後の展開。これをどう考えればいいのか。また、どう推し進めよう

としているのかですね。その辺をもう一度ですね、今回のこの決算審査の中でちょっとお

聞きしたいなと思っておりました。 

○委員長（及川保君） はい。高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠章君） 地方交付税に関わるご質問でございますので、私の方から。 

 詳しいですね、交付税措置された学校に関するですね、部分の交付税。その中身、詳し

い部分については、例えば学校の図書館ですね。図書に買うだとか、そういった部分を算

定されて出されているかどうか分かりませんけれども、18 年度のですね、交付された交付

税。これに関して申し上げますと、小学校経費でですね、あくまでこれ基準財政需要額に

算入されたということで理解していただきたいと。 

 小学校費としまして１億7,506万6,000円。それから中学校費でですね、１億367万6,000

円。この二つの経費、これはですね、いわゆる経常経費ということでですね、通常の一般

のいわゆるランニングコストですね。ランニングに関わる部分として、基準財政需要額に

算入された額ということでございます。 

 そして、さらにですね、投資的経費ということで、小学校経費で 9,084 万 8,000 円。そ

れから中学校経費で 4,208 万 4,000 円と。このようにですね、交付税の基準財政需要額の

中には、このようにカウントされてございます。 

 それで、従前ですね、学校やなんかを建てたりするとき、補助制度がございました。こ

れ、三位一体改革の中でですね、３分の１の補助制度。これが配置されて、交付税措置さ

れるようになったと。そういうことでございます。 

 ですから、この部分は整備に係る部分ですから、投資的経費ですね。後段に申し上げた

数字の中に算入されているものだと理解しております。以上です。 

○委員長（及川保君） 11 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） ちょっと僕もですね、今の説明を受けてもですね、なかなか理解

できないのですけども、これからのですね、いろいろな勉強の中で、我々も勉強していか

なければいけない部分だと思うのです。 

 ただですね、国からのそういった政策が、例えばインターネット上で流れたらですね、



 - 19 - 

そういったものを目にするたびにですね、果たしてこういったものというのはどう、この

地方にですね、還元をされていくのかなと。 

 ただ、確かに白老町の場合は、例えば自主財源の中でもって、財政運営をしているわけ

ではなくて、やっぱり地方交付税に頼りながらですね、国からのそういった交付税に頼り

ながらやってきている自治体でございますのでね。 

 ですから、この交付税措置をされる中で、例えば他のところは 100％こういった図書整

備はもう改善されていますよというところには、当然そういった交付税は入ってこないの

でしょうけれども、例えば白老町みたいな部分ではね、どういった形の中でこう流れてき

て、それを例えば全部使う使わないは別にしてもですね、どういった方向性の中で、19 年

度の予算に反映させていくのかなというところがちょっと、聞きたかったものですから。 

 これがですね、交付税ではなくて補助金であればですね、分かりやすいのですよね。こ

の部分の補助金ですよって出されたら、それに使えることになりますのでね。ただ、なか

なかそれが、交付税という形の中では分かりづらいと。 

 これ、今学校図書のことで僕聞いていますけども、他でもたぶんいろいろなことがある

のですよね、きっと。 

 それで、これが中身は一体何なのだと。まるで昔僕たちがよく使っていたどんぶり勘定

的な感覚の中でね、入っていたものをそのまま白老町の財源の中で、いろいろな事業に割

り振って、はい、これだけ抑えましたという話になってしまうのかですね。ちょっとその

辺が、私たちのこれからの勉強の課題なのかもしれませんけども、もう少しですね、何か

こう分かりやすい仕組みづくりというのがないのかどうか。その辺について、ちょっとお

聞きしたいなと。これで終わります。 

○委員長（及川保君） 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠章君） この教育費のですね、三位一体改革に絡みまして一般財源

化されましたと。ここの部分にきましては、氏家委員がおっしゃるとおり、非常にこれ全

国的にですね、懸念された部分でございます。一般財源化されますと、本当は教育費につ

けているはずなのに、それが道路が造られたり、橋が作られたり、そっちに回らないかと

いうようなことが懸念されたのを、私も記憶してございます。 

 ですから、そのような観点からですね、経営企画課といたしましてはね、その辺のとこ

ろ予算措置、そういった部分でその辺が明確に教育費がこのくらいここの部分、その三位

一体改革で回ったのだよといったことを認識しながらですね、教育費につきましては、そ

ういう形で充当して、予算措置していくような考え方はしていきたいなというふうに考え

てございます。以上です。 

○委員長（及川保君） はい。11 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 申し訳ございません。今答弁があったみたいにですね、例えばそ

ういったものを我々が何かの、前回からの一般質問の中でも、政策研究会やなんかを立ち

上げてですね、その中で勉強していこうというような形になったときに、資料請求したと

きにですね、そういった中身の分かるようなものやなんかというのは、提出していただけ
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るのかどうかね。 

 そういったものが分かればですね、例えば今年度はこれだけの予算がついているけれど

も、白老町の独特の考え方の中でこういうやり方と、それからその財源の一部を使ってこ

ういうことをやるのだとかっていうですね、いろいろな判断基準が僕たちの中でもできる

でしょうし、たぶんそれを質問した中でもですね、何ですか、論点が合うと言うのですか

ね。議論がそこでつじつまが合う議論ができるのではないかと思う観点からですね、そう

いったものの請求ができるのかどうかをお聞きして終わります。 

○委員長（及川保君） 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠章君） はい。その点につきましてはですね、今後我々自身もきち

っとですね、それだけではないのですね、一般財源化されたというのは、他にまだたくさ

んあるのですよね。 

 ですから、そういったことを、国がそう言っていることに対するチェックも含めまして

ですね、そういった資料は出せるように整備して、そして皆さんと一緒にですね、議論し

た中で予算付けしていきたいなというふうに考えてございます。 

○委員長（及川保君） はい。他、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（及川保君） はい。それでは次に進みます。 

126 ページ、６目高齢者学習センター費から 130 ページ、７項給食センター費まで。決

算書は 165 ページから 172 ページでございます。 

 質疑のございます方はどうぞ。 

14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。体協の関係で一つお尋ねしたいのですけれども、

実は町の外部評価の中にですね、一つスポーツ団体補助金に対して自主財源を確保してね、

補助金を下げられないかというような１項目がございますけれども、これは外部評価の関

係でこういうふうに出ているのですけど、こういうことは可能かどうかということと、ど

ういう努力をしているかと。自主財源確保のためにどういう努力をしているかと。 

 この点について１点だけお尋ねをちょっとしておきたいと思います。 

○委員長（及川保君） はい。坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本譲君） はい。まず、体育協会の関係でございますけれども、体育

協会につきましては、平成８年に財団法人化をしまして、その後ですね、自主財源を確保

するためにいろいろな取り組みをするということで、現在進んできておりますけれども。 

 自主財源を確保した部分につきましては、現在は施設の委託料との相殺と言いますか、

そういった形で、全部ではございませんけれども、一部そういった形で町の財源を、持ち

出しを減らすような形で取り組んでいるということでございます。 

 それで、主な自主財源の確保につきましては、例えば体育協会で言いますと、具体的に

言いますと、ポロトのスケート場、これを冬季間、自主運営管理をして財源を確保すると

いうことであるとかですね、あと事業関係でスポーツ教室を開催して、それらの収入、参
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加料ですね。受講料を得るというようなこと。それと、あと指定管理者制度で施設の管理

を委託しているわけですけども、その管理委託料について、自助努力をした中でですね、

工夫できる部分については工夫して得た余剰金と言いますか、そういったものを財源に充

てるというような形で、運営上はですね、そんなような形でやっている状況でございます。

以上です。 

○委員長（及川保君） はい。14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。その辺分かりました。 

 それで、新たなね、新たな自主財源の獲得をしなさいというかね、外部評価の中でそう

いうことを言っているのだと思うのですけど、そういう可能性というのはありますか。体

協として。 

○委員長（及川保君） はい。坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本譲君） はい。先ほど申し上げました自主事業につきましては、本

当に最低限と言いますか、最小の部分かなというふうに捉えております。 

そういったことで、今後ですね、もっと自主財源を確保するために、どんなような取り

組みが必要かというようなことで、常に体育協会の方とはですね、協議、検討しておりま

すので、これからいろいろな手立てを講じてですね、自主財源を確保する策を練っていき

たいというふうに考えてございます。以上です。 

○委員長（及川保君） はい。14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。分かりました。外部評価でこれだけの指摘があ

るということは、当然可能性があるからだという僕は判断をしたのです。可能性がなけれ

ばこういう指摘はたぶんないだろうと思いますので。 

 それで、結果をもちろん報告しなさいということになって、町民の皆さんにも報告しな

さいと、こうなっていますよね。 

 現実問題としてやっぱり、体協さんに人がたくさんいらっしゃる方からいろいろなお話

を聞きます。事実は私確認しておりません。 

 ですから、そういう意味で言えば、やはり今の財政状況の中ではね、今課長が答弁され

た形の中で結構ですけども、新たな自主財源の方策を、どう見つけてどう広げるかという

辺りはやっぱり、もうちょっと徹底しないといけないのではないかなというふうに思いま

すけれども、その具体的なその努力をね、ぜひしていただきたいと思いますけれども、そ

の点どうでしょうか。 

○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） はい。現在ですね、いろいろなことを検討してございます

が、自主財源の確保につきましては、33 ある各加盟団体の方でいろいろな事業を取り組ん

でございます。そういった事業とのですね、調整と言いますか、そういった部分を体育協

会の加盟している参加の団体に協力をしていただきながら、確保していくというようなこ

とがやはり一番ですね、重要なことかなというふうに思っておりますので、その辺も十分

協議を進めながらですね、ぜひ取り進めていきたいなというふうに考えております。以上
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です。 

○委員長（及川保君） はい。他、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（及川保君） はい。それでは次に進みます。 

 それでは 11 款災害復旧費以降に入ります。131 ページから 140 ページまでの 11 款災害

復旧費、12 款公債費、13 款給与費、14 款諸支出金全般について。決算書は 169 ページか

ら 172 ページでございます。 

 質疑のございます方はどうぞ。 

 ７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 136 ページですね。135 ページと 136 ページをお願いします。こ

こに公債費が書いているのですけども、平成 17 年度の 135 ページの方のですね、一般会計

地方債の現在高の状況ということで、これは 163 億 9,000 万円となっているのですけれど

も、その後こちらの方はまだいいのですけども、次のページの 136 ページのですね、各会

計地方債残高の状況のところでこれ、平成 17 年度の残高っていうのが去年いただいたこの

資料と、今年の 18 年度のですね、現在高が違うのですよね。どうしてなのでしょうと思っ

たのですけど、私の見間違いなのでしょうか。それがよく分からなくて、教えてください。 

○委員長（及川保君） それは今見て、持ってきているのは、17 年度の決算書ですか。 

○委員（西田祐子君） はい。主要成果説明書のこれで見ると、17 年度残高が 265億 9,100

万 7,225 円になっているのですよね。こちらの方で見ると、17 年度末現在高が 282億 7,051

万 7,430 円になっているのですけど、私の見方が悪かったのでしょうか。ちょっとその辺

分からないので教えてください。 

○委員長（及川保君） 17 年の決算と比較しているのですか、今。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時３５分 

 

再開 午後 ２時３７分 

○委員長（及川保君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 はい。高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠章君） 合計額に算入するですね、ものがちょっと違いまして、平

成 17 年度のですね、主要施策には三つのものが入ってございませんでした。 

 一つは特別養護老人ホーム事業会計、それから企業会計であります水道事業と病院事業。

この三つが入っていませんでしたので。 

 それで、今年は平成 18 年度の主要施策にはその三つを入れたところでございます。それ

で合計額がちょっと違うということでございます。 

 今回ですね、すべての会計を入れた方が明確にですね、全体像が分かるということで、

すべての会計を含んで一つの表にしたということでございます。すみません。 

○委員長（及川保君） はい。７番、西田祐子委員。 
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○委員（西田祐子君） 分かりました。新たに三つの会計を入れたということなのですけ

れども、私はね、どう考えてもね、やっぱりね、前年度残高とね、今年度のね、頂いた資

料の残高が合わないというのはね、やっぱりおかしいと思うのですよ。それだったらその

ようにね、分かりやすくきちっとね、何か下の方にでもこうやって付け加えていただくと

かね、そういうことをしないとね、これどこかに隠していたのかな、それではこれから先

もまた出てくるのかって、はっきり言ってそう思ってしまいますので、その辺をお願いい

たします。 

○委員長（及川保君） はい。高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠章君） はい。おっしゃるとおり、非常に不親切だったと思います。 

 この表の下にですね、本来なら米印か何か付けまして、注釈を付けて、そういうものを

入れるべきだったと思います。来年からですね、このようなことのないように注意したい

と思います。どうもすみませんでした。 

○委員長（及川保君） 他。 

はい。18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 18 番、加藤ですが、133 ページ。（２）一時借入金利子支払費 574

万 5,000 円。予算上は 510 万 7,000 円になっているのですが、64 万円くらい増えたという

のは、一時借入金の返済が延びたから、その分支払利息が多くなったというふうに理解し

ていいのか。その点が一つですね。 

 もう一つは、借入日数延べ 1,383 日と書いてあるのですが、こういう書き方は私いかが

かと思うのです。延べですから、あれなのでしょうけれども、一時借入金というのは少な

くても１年以内というのが原則なわけですよね。365 日以内。これでいくと４年分なので

すよ。1,383 日を 365 日で割れば４年くらいになってしまう。 

 こういう書き方が、一時借入金として適当なのかどうか。その点一つ伺いたいと思いま

す。 

 それから、次のページ 135 ページですね。これ、一般会計地方債現在高の状況、借入先

区分なのですが、これの利率を知りたいのですよ。今分かれば、分からないと思うので、

後からでも結構ですが、どういう利率になっているのか聞きたい。それが、恐らく借入は

１本ではないから、借入ごとに多少利率は違うので、例えば３％の４％ってきちっとはな

らないのかもしれないけど、もし分かれば、できるだけ親切に教えていただければと思い

ます。以上です。 

○委員長（及川保君） はい。高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠章君） まず１点目のですね、一借の部分。予算とですね、決算に

差があるという部分でございますが、これですね、当然１年間一借するときにですね、借

りるときによりまして利息が、借りるたびに変わるのですよね。 

 それで、ご存知のとおり、どんどんどんどん最近上がってきてございます。ですから、

その分は変わります。それと、そういった分で変わります。 

 それから、延日数でございますけども、これ借りる期間がその時々の資金の運用の関係
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で、例えば５月１日に３億円借りましたと。そして、だけれどもまたちょっと足りないよ

うだから、続けて次５月１日ではなくて、５月１日から９月１日まで借りましたというの

が１本あります。そしてその間に、またちょっと資金不足するから、６月１日から７月 30

日まで借りましょうだとか。そういったものが、ぽんぽんぽんぽん出て積み重なるのです

よね。ですから、その重なった日数が延日数というふうにご理解いただきたいなと思いま

す。 

 それとですね、この記載のですね、利率なのですが、実は起債の本数がかなりありまし

て、一口では言えなくて、これ後からですね、別途資料を加藤委員の方にご提出したいと

いうことでよろしいでしょうか。 

○委員（加藤正恭君） はい。結構です。 

○経営企画課長（高畠章君） ええ。それではそのようにしたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

○委員長（及川保君） 18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 18 番、加藤ですが、一借の方でこの借入日数延べ 1,383 日なんて

いう記述はですね、誤解を招くのでね。これ、余計な記述ではないかなと僕は思うのです

よ。親切が逆に仇になるような気もするのでね、この辺りは別に意味がないですからね。

これはカットした方がいいのではないかなと思う。 

 それで、今の説明では、借入するたびに金利が上がったり下がったりと。今の状態では

下がることはない、上がる一方なのでしょうけれども、これ一借の場合はきちっとこう、

枠みたいのを作ってね、そして一定の低い利率で借りるというふうな何か、その短期間で

すからね。本当の短期間ですから、何年も借りるわけではないわけですから。そういう契

約はできないものか。 

 恐らく道銀なり室信なり、地元の金融機関なのでしょうけれども、その辺りの方法論と

して、できるだけ安い金利の一借を起こすと。こういう考え方にはなれないものかどうか。

その辺りの見解を伺いたいと思うのだけど。 

○委員長（及川保君） はい。長内出納課長。 

○出納課長（長内正男君） 一借の関係でございますので、ちょっと私の方から説明をさ

せていただきたいと思います。 

 今お話がありました、利率の関係でございますが、先ほど経営企画課長の方からもお話

がありましたように、年度当初はですね、0.55％ということで進んでいたわけでございま

すが、３月末では 0.7％という金利になってございます。 

 この金利の決め方についてでございますが、これらについてはすべて指定金融機関から

の借入でございます。それで、この金利を決めるときにはですね、当然一つの考え方がご

ざいまして、東京の銀行間の取引金利、これ「タイボー」ということで決まってございま

すが、これらを一つの元にしてですね、決めてございます。 

 それで、室蘭信用金庫が指定代理金融機関になっております室蘭市、登別市の関連もご

ざいまして、それらのところとの金利の整合性をとりながらですね、私どもの方で調整を
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させていただいているということでございます。 

 それで、この金利につきましてはですね、指定金融機関であります、先ほど言いました

登別・室蘭市と比べまして、白老の金利はまだかなり安い金利という形になってございま

す。 

 これは要するに、借入金の利用状況の関係にもよりますけれども、今の関係からいきま

すと、まだ昨年来のゼロ金利解除からですね、金利については非常に上がってきていると

いう状態の中で、19 年度のお話をさせていただきますと、「タイボー」の関係からいきま

すとですね、もっともっと金利は上がってくるだろうということで、今年度につきまして

は恐らく 1.0％以上の金利という形になろうかと思います。そういうようなことで、ご理

解をお願いいたします。 

 すみません。あと、今うちの方の運用の中でですね、入札制度というのを採用してござ

います。 

 それで、今入札制度については 20 億円ということを決めてございまして、これらについ

ては当然各金融機関に入札の案内をいたしまして、入札をしてもらうわけでございますが、

今ですね、うちの要するに指定金融機関の金利よりも安い形の中で、予定金利を出すわけ

でございますが、入札が執行されないというか、不調に終わった場合については当然一借

の金利の中で借りるという形になってございます。 

○委員長（及川保君） はい。高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠章君） それとですね、もう１点借入日数の延日数を表示するのは、

ちょっと分かりづらいのではないかと、ご指摘。そこの部分につきましてはですね、工夫

をして、借りた回数だとか、借りた本数だとか、そういったものにですね、そういう記載

にしたいなというふうに思ってございますので。そういうふうに、来年からは改訂したい

と思います。ということで、ご了承願いたいと思います。 

○委員長（及川保君） 18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 18 番、加藤ですが、最後ですが、今の初めて私聞いたのですが、

お金を借りるときに入札制度を採用していると。非常に画期的なおもしろい方法だなと。

安いところから借りると。これはいい方法です。 

 これ、いつから採用しているのか、初めて、もう何年もなるのですかね。初めて聞いた

のですけれども。こういう制度が、お金を借りる場合にもそういう制度を採用していると

いうのは、本当にいいことだなと思ってね。これは大変安いところから、一番いいことだ

と思う。 

 ただ、もう少しこの入札制度のことを、もう少し詳しくね、説明してもらいたいなと思

うのだ。今の説明ではちょっと分からないのだよね。もう少しこう、例えばね、指定金融

機関でない、例えば大きな銀行も通知するわけなのですか。都市銀行とか、ＵＦＪだとか、

例えばですよ。そこまでいくのですか。それとも、この管内のある道銀だとか、北洋銀行

ですか、それから室信とか。伊達信まではいかなくてもいいのでしょうけれども、そうい

うようなところも全部、全部の銀行にそういう入札制度を採用しているのか、その辺りも
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う少し詳しく説明していただけませんか。お願いします。 

○委員長（及川保君） はい。長内出納課長。 

○出納課長（長内正男君） 今の入札制度についてのお話でございますが、本来的には指

定金融機関から全額一時借入はするというのが建前でございますが、金利が少しでも安い

ところから借りていきたいということで、平成 17 年度よりこの入札制度を採用してござい

ます。 

 それで、どのような銀行に対して、例えばこれをするかということでございますが、入

札制度を執行するに当たっては、３行から５行程度にそういう入札の申込書を出させると

いう形の中で、現在は道銀・信金、あと要するに北洋銀行。あとは農協・漁協関係。そう

いうところに対してもですね、入札への参加をお願いするという形で対応してございまし

て、この 20 億円という枠についてはですね、指定金融機関に対して影響を与えない範囲内

ということの中でですね、一時借入金の一部として 20 億円を入札制度に持っていくという

形の中で対応してございます。 

 それで、現在についてはですね、この 20 億円の枠につきましては、臨海部と工業団地。

これらが一応 14 億円と６億円ということで、これらの分については入札制度を適用させて、

一時借入金を借り入れるという形でございます。 

○委員長（及川保君） 18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 今の言葉じりをつかまえるのではないのだけど、指定金融機関に

影響をこうむらない程度で入札するのだと、こういうことなのだけど、その辺りの意味が

ちょっと分からないのだけど。もう少し教えて。その辺り。 

○委員長（及川保君） はい。長内出納課長。 

○出納課長（長内正男君） ちょっと表現が良くなかったかもしれませんが、本来的には

一時借入金は、年度内の要するに資金の運用ですから、指定金融機関から借入するという

のが本来の形でございますけれども、これらを先ほど言ったように、少しでも要するに低

金利のところから借受するということで、指定金融機関の理解も得ながらですね、理解を

得ながら要するに 20 億円の枠については、要するに入札制度で執行したいよということで、

指定金融機関からの理解も得た中でですね、20 億円を要するに入札制度に持っていってい

るという形でございます。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

はい。14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。公債費の関係で、ちょっと私資料もいただいて

いますけれども、18 年度での５％以上、特に７％以上の高金利の起債の残高がどれぐらい

あるのか。それをひとつお尋ねをしたいのと、もう一つは、そこは今言ったように、一定

のものは知っておりますけれども、どう読んでもよく分からないのが、一般的に新聞報道

や町の報道から、19 年、当年度もそうなのですけれども、18 年もたぶんあったと思うので

すけれども、借り替えられるということをよく言いますよね。 

 ところが、資料を見せていただくと、額がうちの町にもあるのに、借り替えがなかなか
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うまくいかないと。そのハードルがものすごく高いという表現の方がいいのかな。なぜそ

ういうふうになるのかね。 

どうせ高金利の、借り替えてもいいと言うのなら、なぜ７％なら７％って、ぱっとすぐ

借り替えするようにならないのかね。その、財政力指数がいくらで、どうだとかこうだと

か、そういうことばかりで、結果として借り替えられないのならあまり意味がないのでは

ないかなと思うのですけど、うちでどれぐらいが恩恵、例えば平成 18 年度恩恵をもしこう

むっているとしたら、いくらかは恩恵をこうむっているのか。そこら辺りをね、ちょっと

すみません、分かりやすく教えてもらいたいのですけども。 

○委員長（及川保君） 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠章君） まず、平成 18 年の 12 月ですね。国の方針で、19 年度から

21 年度の３年間の特例措置としまして、平成４年５月までの間に借りた政府資金並びにで

すね、公営企業債ですか。それらについてですね、総額５億円をですね、繰上償還しても

という措置をとりますと。希望するところは償還、申請してくださいというような措置と

いうことで、方針が出されました。 

 これはあくまで、金利が５％以上のもので、それにつきまして、従前黙って、そういう

繰上償還というものをですね、手を挙げて勝手にやりますと、結局保証金というものがと

られました。ですから、繰上償還という、言い換えれば借り替えですね。起債の借り替え。

例えば７％のものを５％に借り替えをして、そしてまたある一定期間長く借りますよとい

うことになりますね。 

 そのとき、７％のものをですね、残りの残高、それに金利が含まれていますね。そして、

それを５％に借り替えるということは、２％差が出ますね。そうしたら７％と５％、その

２％の差。例えば５と７を比較した場合ですね。２％の差が出ますと、借り替えしたとき。

そこの部分の差の部分がですね、実は保証金と等しいような額を吸い上げられるというよ

うな、そういうようなことがございます。ですから、メリットが非常に希薄だったのです

ね。 

 でも、今回の措置は、その保証金は繰上償還しても、その保証金は納めなくてもよろし

いですよということで、一定の条件さえクリアすればよろしいですよということで、そう

いう措置を３年間にとっておいてやりますよということなのですね。 

 それで、なおかつそれには一定要件ということで、金利の安い、５％以上ですから、５％

から６％はこういうハードル。６％から７％はこういうハードル。７％以上はこういうハ

ードルというのが実はございます。 

 一般会計にいって申し上げれば、一般会計だけでいきますと、例えば一番ハードルが高

いのは５％以上。これは、実質公債費率が 18％以上の市町村でないとだめですよと。認め

ませんと。６％から７％は、実質公債費率が 15％以上でないといけませんと。７％は、そ

この町の経営を著しくその元利償還金が圧迫しているよと。経常収支比率ですね。そこの

部分が着目されまして、そこが非常に高いところでないとだめだという、いわゆる５・６・

７と。上に行くに従ってハードルが低くなっていると。高い金利ほどハードルが低くなっ
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ているという状況でございます。 

 それで、大渕委員がおっしゃいましたその、それではどのぐらいあるのかという部分で

ございますけれども、一般会計では５％から７％までのですね、19 年度末の起債の残高で

ございますけれども、これは８億 993 万 4,000 円が、５％から７％までの残額でございま

す。 

 それからですね、あと全会計合わせますと、５％以上のものですね。それは 29億 2,843

万 3,000 円という数字になってございます。 

 それで、そういうことからですね、今回のこの３年間の償還、19・20・21 年。この期間

にですね、繰上償還する絶好のチャンスと捉えてございますので、今まさにその事務に取

り掛かっているところでございます。 

 ただ、いろいろですね、今申しましたように、一般会計では該当するのが実は７％以上

しかないのですよね。ご存知のとおり、うちの実質公債費率がですね、13.6％ですから。

ですから７％以上。これしか該当しないのです。これは 3,512 万 6,000 円なのですよね。 

 ですから、ここの部分ではもう、非常にメリットが薄いと。残っている額が少ないです

からね。そういうことになります。 

 あと、下水道、水道、病院会計がございます。それで、これらもですね、それぞれのハ

ードルがございます。今言ったような一般会計と同じようなハードルが各パーセンテージ

においてございます。今それらですね、精査して、いずれにしましてもですね、そのハー

ドルを越えるものにつきましては、それはもう繰上償還するという考え方で進んでござい

ます。以上です。 

○委員長（及川保君） はい。14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。非常に分かりやすい説明で分かりました、そこ

は。ということはね、一般会計はこれはこれで、経常収支比率 102.2％ぐらいですからね、

これはオーケーですよね。 

 問題はそうしたら、下水道も水道も病院も、別のハードルがあると。その７％以上でも、

別のまた違ったハードルがあると。こういうことなのですか。そのハードルは、今みたく

分かりやすくは説明できない。 

○委員長（及川保君） はい。佐藤上下水道課長。 

○上下水道課長（佐藤克悦君） はい。私もあまり詳しく説明はできませんが、簡単に言

いますと、例えば下水道事業で言いますと、地方費というのがあります。それに基準があ

りまして、例えば示されているのが下水の場合ですと、基準値があるのですが、132 円以

上は７％以上のものについては返していいよとか、そういう細かい基準がやっぱりあるの

ですよ。水道には水道にも、水道企業会計にもそういった細かい基準があります。 

 結論から言うと、下水道事業につきましては、５％から７％すべて基準をクリアしてい

ますので、繰上償還は可能です。それぞれの率でいくと。可能です。 

 それで、水道会計につきましては、残念ながら７％以上の利率のものについてしか、基

準値をクリアしておりませんので、５％、６％については残念ながら繰上償還はできない
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と。こういう結果になっております。以上です。 

○委員長（及川保君） はい。安達病院事務長。 

○病院事務長（安達義孝君） 私ども町立病院ではですね、今の繰上償還の計算をします

と、７％以上のものが私ども１本ございまして、7.1％で借りている部分ですけども、それ

が示された係数で計算しますとクリアする数字ですので、繰上償還は可能の数字となって

います。 

 ただし、繰上償還をするための原資をどうするかというのはまた次の問題です。それを

また、借替債だとかですね、縁故債で長期間で借りられることがなければ、また難しいハ

ードルが待っているのではないかなと思います。以上です。 

○委員長（及川保君） 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠章君） 申し訳ございません。数字の訂正をさせていただきたいと

思います。 

 ３年間にですね、国の方針対象となる起債の枠ですが、先ほど私間違えまして５億円と

言いましたけども、５兆円の間違いです。申し訳ございません。 

○委員長（及川保君） はい。14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。分かりました。もうあと細かいことはいいです。 

 これ全体を、今の状況で言えば、対象になるものは全部努力をして、借替債なり何なり

の形でこれはやるというふうに理解をしてよろしいですか。それだけ。 

○委員長（及川保君） はい。煤孫副町長。 

○副町長（煤孫正美君） 今のところですね、私たちの方に来ている情報としてはですね、

要するに書面だけでこう来ておりまして、今言われたような形の中で対応はできる可能性

がありますよということですけれども、これから本格的にですね、ヒヤリングが入ると思

うのですよね。 

 それで、その中でですね、もうちょっと内容を十分精査してですね、もしできるもので

あればですね、先ほど言われました原資の問題もありますけども、そういう形でこれを活

用していけばですね、やはり財政の負担を軽くすることができるのではないかなというこ

とを思っておりますけども、まず１回そのヒヤリングをですね、十分受けたいというふう

に、今のところは思っております。以上でございます。 

○委員長（及川保君） はい。19 番、根本道明委員。 

○委員（根本道明君） 実は僕もその件についてね、質問しようと思ってこう待っていた

のですけども、この企業債、例えば下水道の場合ですね、７％、6.7％からずっとあるので

すけれども、この辺だけで５億 6,000 万円ぐらい、約あるのですよね。それの借替債をや

ったならば、2,500 万円ぐらいの開きが出てくるのですよ。2,500 万円ぐらいのその金利の

その差額ですね。 

 そういうふうなことがね、下水道だけにしてもというわけではない、病院会計もいろい

ろ見たかったのですが、こう数字が出てこなかったものですからね。一般会計でも先ほど

同僚議員が話したようにね、金利が書かさっていなかったということで、そっちの方は計
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算できなかったのですが、親切に下水道会計は全部これ出ましたのでね。 

 そういうふうなことで、借替債というの、これ非常に膨大な金額になるものですから、

ぜひそこら辺、どのようなヒヤリングになるか分かりませんが、前向きにですね、取り組

んでいただきたいなと。このように考えています。 

○委員長（及川保君） はい。他、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（及川保君） はい。それでは次に進みます。 

 次は、３ページから 10 ページまでですね。ずっと戻ってください。１.予算科目別企画

表（歳入）、２.税収入に関する調、３.予算科目別比較表。これ歳出です。４.歳出財源内

訳書について及び、歳入全般についての質疑を受けたいと思います。決算書の歳入は、71

ページから 90 ページでございます。 

 質疑のございます方はどうぞ。 

はい。18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 18 番、加藤ですが、歳入の方ですから３ページですね。地方交付

税の問題なのですが、今回のいろいろ決算審査の中でもいろいろな話が出て、地方交付税

が分かりづらいうんぬんというのがあるのですが。 

 一つ提案があるのですよ。地方交付税というのは、総額でこう記載されておりますね。

これを毎回ですね、予算でも決算でも、元利償還に関わる交付税措置の金額と、それから

本来の交付税と。それとこう、分けてですね、記載するようにしたらどうかと思うのです

よ。 

 それで、我々すぐ 30 億円だとか 32 億円だとかって、合計を言って、下がった上がった

と言うけれども、中身がですね、償還が多いときは確かにあがることがあるのですね。と

ころがそれを誤解して、ああ全部上がったのだと思う傾向がある。 

 実際はですね、償還が増えたのであって、逆に本来の地方交付税は減っていることだっ

てあるのですよ。それをきちっと今後ね、見ていくためには最初からそうして、そして 30

億円とか 32 億円の議論をしないで、我々は本来的に交付税措置されるようなことを頭に置

かない、それを使ってしまうからモラルハザードだとかなんていう言葉も出てくるので。 

実際に使えるのは 18 億円か 19 億円だよというようなことを頭に置いてやっていったら

ですね、交付税措置の分まで手を付けるようなことにはならないのではないのかなという

気がするのですけどもね。 

今度の新年度の予算からですね、そういうふうに持っていった方が、説明しやすいので

はないかなと。 

交付税措置された額っていうのは、もう分かっているわけですね。これはもう、新たな

交付税措置は一応３年据え置きって言うから、３年になったらまた少しは数値が変わるの

かもしれない。新たな交付税措置が発生するとすればね。少なくとも３年間は、だいたい

こう、変わらないで行くのではないのかなという気がするのですけども。こういう考え方

については、どんなものでございましょう。 
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○委員長（及川保君） 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠章君） 交付税措置はご存知のとおり、基準財政需要額というもの

がありまして、それに対して基準財政収入額というのがある。このですね、差。これを穴

埋めするための額としてカウントされます。最終的に引き算ですね。 

 ですから、今加藤委員がおっしゃったような、公債費の充当に関わる部分だとか、経常

経費だとか、投資的経費。これはあくまで、基準財政需要額総額に対して積み上げられる

一要素なのですよね。 

 だけれども、一方はじき出される交付税っていうのは引き算のもとに出てきます。です

から、単純に残った引き算の結果が、何にいくらっていうのは簡単に出ないのです。一定

の何と言うのですか、約束事を何かルールをこう決めないとできないのですよね。 

 ですから、それが正しいかどうかっていう問題もございます。ですから、それは私ども

はやっぱり事務方として、非常に困難なことではないかなというふうに考えてございます。 

○委員長（及川保君） はい。18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 18 番、加藤ですが、私の言っているのは二つに分けなさいってい

う意味ですよ。 

 この間、まち懇で折れ線グラフの説明をしているでしょう。総額はいくらなのだけども、

交付税措置の金額はこれで、本来の交付税はこれだけだよと、こういう説明をしています

ね。あれをですね、毎年予算・決算にこう載せていけば、頭の中には我々はね、32 億円だ

何だかって言うけれども、それは借金返済の交付税が入ってきて増える場合もあるし、減

る場合もあるっていうことなのですよね。 

 だから、本来の交付税は増えるのか減るのか、総額で 32 億円だとか 30 億円ってやった

場合には、分からないわけですよ。だから、モラルハザードを起こすのではないのかとい

う、反省を踏まえてね、最初から二つに、ルール的にだめだというのなら、自治法でそう

いうふうになっていないのだというのなら、仕方ないにしても、そういうふうな親切なあ

れをしてやれれば我々としては、19 億円だな、今年は増えそうだな、減ったなとかという

話ができるのですよ。 

 これは、交付税措置は来るのは当然なのでしょう。交付税措置されている償還分につい

ては、元利は。これはもう当然もらうべくして、国との約束ですから必ず来るのですよ。 

 だから、後の残についての議論をね、我々が増えたとか減ったとかっていう話をするの

なら、話が分かるのだけれども、総額でいってしまうと非常にどこまで使っていいのだっ

ていうこと辺りが、我々としてはこう、いろいろ計算するのに分からなくなってしまうも

のだから、最初からそうやって分けておいてもらうと、やりやすいのではないですかとい

うことなのですけども。 

 本来のあれをね、三つも四つも、五つも十も全部こう、分担してやりなさいよと。さっ

きの氏家委員のように、図書費が来たのかどうかなんていうことまで言っているわけでは

なくて、二つにだけ割るような方法を講じたらいかがでございますかと、こういうことな

のですけども。どうですか。 
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○委員長（及川保君） 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠章君） はい。ちょっと私もですね、その辺聞き違いをしておりま

した。大きく二つに分けるという部分で、交付税措置、ここだけはもう元利償還分の充当

部分ですね。そこだけは抑えておかないとだめだよという意味でのですね。そこを分かる

ようにという意味で。そういうことであればですね、ただ載せ方をですね、この実際に主

要施策に載せるかどうかということは別にしましても、何らかの形でですね、その辺が分

かるような形っていうものを工夫して、検討していきたいなと思っていますので、一つ来

年に向けての課題ということで、捉えさせていただきたいなと思います。よろしくお願い

します。 

○委員長（及川保君） はい。よろしくお願いします。 

はい、他。 

はい。５番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） ５番、玉井です。税収納についてということなのですけども、収

入でも町税ということであるからいいのでしょう。 

 納税してもらえないというか、未納になっている方々に対して、今まで私の聞いたとこ

ろでは、例えば５年間継続して未納だったよと。そうすると、そこで打ち切って、未納で

収めてしまうと。未納のまま。 

○委員長（及川保君） 不納欠損ですね。 

○委員（玉井昭一君） 不納欠損にすると。それで、５年というのは本当に短い期間だな

と私は思っているのですよね。 

 これはですね、例えば税に限らず家賃でも、あるいは給食費でも、税を納めることは当

然国民の義務であるし、家を借りたら家賃を払う、これは当たり前のことだしね。給食費

を納めないなんて、もちろん食べたら払わなければならない。これは、舛添大臣ではない

けど犯罪ですよ、早い話がね。 

 だから、これ僕ね、５年っていう機関が短か過ぎるのではないかと思うのですよ。責任

転嫁するのがね。早すぎる。これ、例えば法律でどうなっているか私は分かりませんけど

も、私の考えではこれ 10 年ぐらいにしたらどうだと。これ案ですけどもね。その辺のこと

ができるのかできないのかね。とりあえずそれを１点聞きたいと思います。 

○委員長（及川保君） はい。野本税務課参事。 

○税務課納税管理担当参事（野本裕二君） 今言われました期間ということなのですけど

も、税法上は５年という形で決まっておりますし、あるいは使用料につきましても、２年

とか３年とかって決まっていますので、やはりそれらについてはどうしようもないってい

うか。ただ、手法としましては、その税で言いますと、徴収期間というのは５年あります

から、その間でやるのですけども。ただ、５年まで持っていきますと、生活状態を見まし

て、差し押さえするとか、あと執行停止をかけるとか、生活困窮の家庭もいますし、いろ

いろな生活パターンがあると思うのです。その人、納税者によって。そういうことで５年

を待たないで、もう執行停止をかけて３年。それで、かけたままというのではなくて、毎
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年税も発生してきますし、使用料関係も発生してきますから、それはそれで毎年毎月特例

はしております。以上です。 

○委員長（及川保君） はい。５番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） ５番、玉井です。法律上はできないということは分かりました。

しかしですね、今自治基本条例も作ったよと。そんな中でね、独自に白老町としてこうい

う方法がいいのだという、これはね、やり方はまたあるのではないかと思うのです。準条

例のようなね、ものを作ると。問題は、その不納欠損額がどれぐらいあるかということな

のだけども、これは今ここで言えないかもしれないけども、それによってね、こういうこ

とを考えていく、前向きにね、考えていけばということなのですけども、どのぐらいある

かは聞いていませんから分かりません、私はね。だから、そのパーセントは分かるよ、僕

も。分かるけども、そういうことで、そればかりではないだろうから、その辺は前向きに

考えられないものかなと、もう一度お願いします。 

○委員長（及川保君） はい。野本税務課参事。 

○税務課納税管理担当参事（野本裕二君） 今、期間ということですので、税法でいきま

すと、差し押さえしますと、半永久的に残りますので、５年ということではないです。 

 ちなみに、今税務課で私たちが持っている一番古いのが昭和 57 年の分が残っております。

あと、使用料関係につきましても昨日ですか、煤孫副町長が言われましたように、法的処

置を検討していますので、それをやることによってまた、その期間は延びますし、あと猶

予期間というのもありますから、それで５年なり３年の期間を延ばすということは可能で

す。 

 ただ、問題はその延ばしていってもですね、分母が増えてしまいますよね。そこの辺の

兼ね合いもありますので、ですから明日ちょっとあれですけど、国保が来ますけども、や

っぱり現年優先でという形をとりまして、古いものはどうしても、不納欠損で落としてい

くというか、そういう形です。以上です。 

○委員長（及川保君） はい。辻税務課長。 

○税務課長（辻昌秀君） 今、野本参事から滞納処分のですね、ことにつきましてご説明

しましたけども、一応決算書のですね、２ページ、３ページ、特に３ページにですね、不

納欠損の額、あるいは収入未済額として 18 年度から 19 年度に繰り越した額が載っており

ますので、おおよそのその概要ですね、補足でご説明したいと思います。 

 それで、18 年度の決算の中でですね、入らなかった分のうち、6,121 万 9,000 円。これ

がその不納欠損額ということになっています。かなりのものについては、執行停止という、

先ほどご説明した部分で、また執行停止後３年間ですね、経ったものをどうしてもやはり

入らないという状況の中で落としているのがございますけれども、それ以外については２

億 1,700 万円。これを 19 年度に繰り越しておりますけれども、この２億 1,700 万円のうち

ですね、滞納処分、差し押さえをしている部分ですね。それと、交付要求ということで、

税務署あるいは住宅ローン等の債権で処分する部分に町も参加しているだとか。この滞納

処分と交付要求を合わせるとですね、5,900 万円ぐらい、これは今押さえていると言いま
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すか、町も債権としてきちんとですね、把握している部分で、約 27％ほどございます。 

 あと、先ほど野本参事の方でご説明しました、いろいろ困窮の状況。あるいは財産がな

い。そういうような事情で執行停止にかけているものが 5,200 万円ほど、24％ございます。 

 その残りについては、一応未処分のものということで、１億 600 万円。割合にして 49％

ぐらい、約半分ぐらいはですね、未処分という形になっておりますけど、これにつきまし

ては、納税者の方にですね、納税相談する中で分割の誓約等をとってですね、順次納めて

いただく、あるいは納めていただく努力をしていただいているということでですね、その

徴収のですね、対象にして取り組んでもらうと。一応そういうような割合になっておりま

す。約半分ぐらいはですね、滞納処分、交付要求。またその中で、どうしてもいろいろな

事情でですね、執行停止をかけているものが半分ぐらいはあると。そういうような状況に

なっております。 

○委員長（及川保君） はい。14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。今の不納欠損のことでね、私お尋ねをしたかっ

たのですけれども、今出ましたから結構なのですけれども、もう少し、今言われたような

ことがきちっと分かるように。 

例えば、収入未済額の中の執行停止の金額、それから差し押さえだとか、要するに法律

的に不能欠損に落とさないで延ばしている金額、そういうものをきちっと我々に、こちら

が質問して要求して言っていただいても結構なのだけどね、そういうことが分からないか

ら今のような質問がどんどんどんどん出るのですよ。ですから、作り方だと思うのです。 

ですから、そういうことを今、さっきの交付税も同じですけれども、もうちょっとそこを

詳しくしていただければね、今の質問はなくなるのですよ。 

 ですから、まずそういう形で一つやっていただけないかどうかということが一つ。 

 それから、全部同じではないと思うのですよ。ですから、例えば本当に生活困窮の人。

いや、どこで区分けをするかというのは私もできませんから、皆さんも難しいかもしれな

いけど、要するにその悪質滞納者と言われる部分と、本当に生活困窮でどうしても払えな

くて、落とさなくてはいけないというのは執行停止にして早く落とすということでもやる

わけでしょう。 

 ですから、そういうことがその区別は無理かな。いや、そういうことが大まかでももう

ちょっとこう、分かるような仕掛けにならないとね。何かその、悪質の滞納者ってまたい

るかいないかと言われたら私も分からないけども、本当に生活困窮で払えない人はね、そ

れなりのやっぱり処置、言い方が悪いけどやっぱりちゃんと生活保護の手続きをとってあ

げなくてはだめな方だっていると思いますし、給食費の場合はその準用保護にするとか、

そういうこともきちっとしていらっしゃると思うのだけど、そういうのが見えないものだ

から、滞納１本で括ってしまうものだからね、もうそれがだめだとか、落とすだとかって

いうふうにしかならないのではないか。 

 例えばよく聞くのは税で、いなくなってしまったと。いなくなってしまったけどまだ落

ちないで残っているというのはあると、よく言うのだけど。例えば執行停止をかけて何年
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間かだめだとかね、そういうのがあるでしょう。 

 そういうのはもう、絶対取れないと分かったら、法律的に不納欠損で落とすには時間が

かかるのだったら、それはこれぐらいあるよとか。そういうことって相当面倒なものです

か。そういうことはできないでしょうか。 

○委員長（及川保君） はい。野本税務課参事。 

○税務課納税管理担当参事（野本裕二君） 今委員の言われました、その区分けですね。

まず。その生活困窮を一つとっても、その辺はやはり、足を運んで行って、絶えず納税者

との折衝のうえで各担当者が判断するより他ないかなと思います。 

 それで、極端な話、中出組合長がいますけど、漁師、うちの場合は全部入れまして正組

合員、準組合員入れまして 242 名いますけども、この人たちも今、去年辺りはスケソがち

ょっと良くなっていますけども、やっぱりそういった中にでもやっぱり、全く採れない人

もいますからね。だから、それはやっぱり今言ったように、絶えず足を運んで、あと会社

でこういう解雇になったとか、いろいろな方がいますし、普通の生活をしていてもサラ金

から来るとか、そっちの方もありますから、その辺はやっぱり一概にはちょっと判断でき

かねると思います。 

○委員長（及川保君） はい。辻税務課長。 

○税務課長（辻昌秀君） １点目のちょっと資料の部分につきましては、従来もですね、

決算委員会と小委員会方式のときは出していたのですけども、今回ちょっと提出しなかっ

たということで、今後検討したいと思います。 

 あと、区分けの部分ではですね、執行停止の内訳というのは当然基準を設けてやってい

ますから、ちょっと膨大な作業にはなりますけれども、執行停止をしている理由というの

はですね、それはそういう区分の中で出せなくはないのですけども、前段おっしゃられた

滞納者の姿勢の部分で温度差を付けて区分というのは実質的にちょっと不可能だというこ

とになります。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。分かりました。すごくね、そんなことで膨大な

作業をしたってしょうがないわけで、それで税収が上がるならいいのですけど、そうなり

ませんから、そんな作業は結構です。 

 ただ、我々がより理解しやすいようにしていただける、そういうことができる範囲のも

のは、一つぜひお願いしたいと。こういうことですから、そこは何もそんなことをやる必

要はありませんので、はい。結構です。 

○委員長（及川保君） はい。他、ございませんか。ございませんね。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（及川保君） はい。これで一般会計の決算審査に関する質疑がすべて終わりま

した。歳入歳出決算の全般について、特に今お聞きしたいことが、質疑漏れがございまし

たら、どうぞ。 

はい。14 番、大渕紀夫委員。 
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○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。1 点だけお尋ねします。全部横断しているので

すけれども、今ちょっと少なくなったかもしれませんけれども、以前からずっと議論され

ている、各計画です。計画。どうしても作らなければならない計画、それから、国からの

補助絡みでの計画、いろいろなものがあると思うのですけれども、ぜひこれ、前回も議論

であったような気がするのですけれども、どれぐらいの計画があって、必要な計画がどれ

ぐらいあって、進行状況がどうなっているのかというようなその、計画全体、白老町全体

の計画。そういうものが、一覧というか、一目で分かるようなもの。 

 そして、必要なものと、必要でないものというのはないのかな。そこら辺、区分けをき

ちっとしてね、何かその計画を作るための人がいるなんていうことが、これからはたぶん

もうなくなっていくと思いますので、そういうことの精査をきちっとして、分かりやすく

すると。そしてそれが、我々にもその計画が何か、計画書も結構来るのだけどね、そうい

うことがこう、進行状況を含めて分かるようなものっていうのは、作れませんか。 

○委員長（及川保君） 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠章君） 計画全般に渡ることですので、総合計画の下に各計画が位

置付けされているという観点からですね、私の方からお答えしたいと思いますが。 

 その辺の資料につきましては、前回総合計画を策定したときだとか、その辺すべての計

画を洗い出して、資料をそれなりに取りまとめてございますので、それらについてはです

ね、もう一度ですね、精査した中でですね、大渕委員がおっしゃるような形のもので、何

て言うのですか、あまり手間暇のかからないような内容の中で、できるだけ分かりやすい

形でというものができるのであれば、お出ししたいと思っていますので。ご了承願いたい

と思います。 

○委員長（及川保君） はい。14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 計画を作っても具体的にどこまで進行されているのかっていうこ

とのチェックがなければ、これ作ったら作っただけなのですよ。今までもたくさんの計画

がございますけどね。 

 ですから、そういう意味で言えば、今そういう答弁をいただいたら結構ですけれども、

全体的にやっぱり計画を網羅して、進行状況がチェックされると。これ、評価の点でも私

は必要だと思っていますので。そういうことがなされ、そしてそれで必要のないものはや

っぱり精査してきちっとこう、していくと。 

 計画を作るための計画なんかはいりませんのでね。そういうことをきちっとその精査し

て、やっていっていただきたいと思います。そのことも含めてお願いします。 

○委員長（及川保君） はい。煤孫副町長。 

○副町長（煤孫正美君） お答えいたします。今、経営企画課長の方からちょっとお答え

しまして、今後についてはそういう形でいきます。 

 ただですね、現状を示しますと国の方ともですね、今事業を、補助事業だとかそういう

ものに充当する場合にですね、従来のようなその無計画の中の事業に対しては、補助は該

当しないという傾向が非常に強くなってきております。 
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 そういう面ではですね、そういう場面に対応するために、本来的にまだ後になってもい

い計画をですね、作らなければならないというときもありますので、結構そういうものが

ですね、これから出てくると思います。 

 だからそういうことをですね、ちょっと念頭に入れておいていただければなというふう

に思っております。以上です。 

○委員長（及川保君） よろしいですね。 

はい。12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 小さなことなので申し訳ないのですが、41 ページの、昨日もいろ

いろ質問が出ていたのですが、長寿祝金と敬老会の件について伺いたいと思います。 

 平成 18 年度は、長寿祝金はかなり 300 人近い方がいただいているのですが、この基本的

な考え方について、町民であれば私はいただけるというふうに考えていたのですが、その

辺の基本的なことをちょっと、伺いたいと思います。 

○委員長（及川保君） 武岡健康福祉課参事。 

○健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） 長寿祝金の基本的な考え方ですね。ご

承知のように、長寿祝金につきましてですね、対象は白老町に居住している方々でござい

ます。 

 それで、白老町に住んでいても、１年以上施設だとか、よその市町村の。そういう方に

ついては、引き続き１年以上居住していないということで、非該当にしてございます。そ

ういうことでございます。 

○委員長（及川保君） 12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 白老町に住民票があっても、１年以上白老町に在住しなければ出

さないということなのですが、敬老会は各町内やっているのですが、だいたいのところが

やっぱり、白老町に在住していれば、啓蒙に歩くのですね。 

 それで、そういうふうに啓蒙に行くと、結局長寿祝金はもらえないと。敬老会には出ら

れるのだけれども、長寿祝金はなぜもらえないのだということが１点と。 

 それから、施設というのは、白老町は数限られていますよね。ですから、自分の意思で

はなく、入るところがなくて町外の施設に行っているのに、なぜそれがだめなのだろうか

っていう、該当から外れるのだろうかということが１点と。 

 それからもう一つは、この長寿祝金というのは、私は敬老会もそうなのですが、やっぱ

り白老町を長年に渡って、苦労されて築いてこられた先輩に対する、一つの敬意だってい

うことだっていうふうに私は捉えているのですね。 

 それで、１年以上白老にいないっていうこと、それでは苫小牧にいて施設からいただけ

るのっていったら、それはないでしょうということなのですね。これは町の単独事業だか

らっていうことなのですね。 

 そうしたら、その趣旨から、私はもちろんその期限を決めることがうんぬんというのは、

決めるのであれば全部。きちっとしたルールを決めるべきだと思うのです。敬老会は啓蒙

に行かれるけれども、長寿祝金はあなたは白老にいるけど１年以上施設に入っているから
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だめですよって。それでは１年以上施設に入っているところになぜね、敬老会の啓蒙に行

くのかなって。 

 その辺は、来られる側にしたら、矛盾だと思うのですね。そういったところをきちっと

明確にしておかないと、やっぱり。それから、目的から行くとそうなるのかなっていう、

きちっとした理由立て。それから、相手に対する説明がきちっとできないとやっぱり、高

齢者に敬意を表しての事業だったと思うのですね。 

 ですから、なくすることもすごく考えて、どうしようかって町でも考えていられたでし

ょうし、苦肉の策として２年ごとに１歳ずつ上げていってね、少しでもそれが継続できる

ような形でやってきているのだと思うのです。 

 そういう敬意を表した事業だって、私は思っています。それが、本人の意思に関わらず、

施設がないことで１年以上白老にいないっていうことで、いただけないということの理由

立てにそれがなるのかどうなのか。その辺、どのようにお考えでしょうか。 

○委員長（及川保君） 武岡健康福祉課参事。 

○健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） 簡単にお答えさせていただきすけど、

長寿祝金につきましては、条例化をしてございます。その中で、白老町に引き続き１年以

上居住をしていなければ該当しないというような条例になってございます。 

 それと、敬老会につきましては、白老町内にある施設につきしては、当然住民票がある

方についてはすべて敬老の対象としてございます。そこで、吉田委員が非常に矛盾だと。 

 うちの場合は白老町内の施設におりまして、住民票が白老町にあれば、それはすべて該

当いたします、どちらも。 

 それで、長寿祝金につきましてはですね、先ほど言いましたように、町外の施設に言っ

ている方。白老から１年以上特養にどこかに入っている方。確かに、白老町にすべての施

設があれば、よそへ行かなくても済む方がおられるかもしれませんけれど、一応当初この

昔作った条例でですね、そういうふうになっていますので厳守しておりますが、その辺も

含めてですね、今の長寿祝金、それから敬老会事業につきましては、昨日も申し上げまし

たけど、今後の財政再建計画の中でですね、すべてを見直すようなことになってございま

すので、その辺も含めてですね、どうするかということをこれからですね、委員のおっし

ゃいましたね、中身も精査できるものは精査しながら検討していきたいというふうに思い

ます。 

 それで、この事業が継続されればですね、検討していきたいというふうに考えています。

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） それでは、継続されるかどうかも今の時点ではちょっと、これか

らの単独事業ですから、財政とにらみ合いながらやるということなのですが、私は施設に

入っているということは措置費がかかるのですよね。ですから、白老町に住民票があって、

他の施設へ行っている、苫小牧・白老町以外の施設に行っているということは、白老町以

外の方にお金を払わなくてはならないということもあると思うのですね。 
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 でも、白老の施設に入っている方も、措置費はかかっているのですね。たまたま入って

いる施設が違うということだけで、白老町の住民でありながら、長年やっぱり白老のため

に貢献してきて、高齢になって施設へ入って、あなたは白老だから、あなたは苫小牧だか

らって分けること自体が私はね、それ何年前に作られた条例か分かりませんけれども、何

年前の条例だからずっとそれに従うっていうことは、私は違うと思うのです。 

 やっぱりそういう、先ほど計画の見直しって言っていましたけれども、やっぱり今高齢

化が進んでね、施設措置がね、在宅もなかなかさっきのようにできないというふうになっ

たら、やっぱり施設になったら、施設が白老で十分まかなえない状況に今なってきている。

前とはやっぱり違うと思うのです、高齢化率からいくと。 

 そうなるとやっぱり、それが本当に町民の方々が納得できるかどうかということも、し

っかり検討しながら、十分私は相手がね、納得する、そうやって言ってああそうですねっ

て納得して、理解してくれるならいいですけど、納得されていない方が多いのですよ。 

 そういう面では、きちっとした納得ができるような条例づくりをやっぱり進めていくべ

きではないかというふうに思いますので、しっかりと検討をして、やっぱりそういうね、

何の目的かっていうその目的から、条例がどうなのかっていうことも検討するという。 

 私はそれが一番だと。この長寿祝金はそれだと思うのです。白老町のために貢献した方々

に敬意を表するっていうものですから、今白老にいないから。でも住民票があって、家族

がこっちにいるのだから、そういうことというのをやっぱり考えるべきではないかなとい

うふうに思います。 

○委員長（及川保君） 吉田委員、今課長の方でこの状況の中で継続する場合はというお

話。 

○委員（吉田和子君） だから、もう一回再度検討する中できちっとその条例があるから

と言いましたから、条例が本当にそれがいつまでも適するかどうかということをお伺いし

ていたのです。 

 いいです、答弁は。検討するのですから、その条例のあり方も、今言ったことを検討し

てもらえればいいです。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

はい。７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） はい。３ページのところの寄付金のことでお伺いしたいのですけ

ど、これ 205 万 5,000 円ですか。先ほど聞き漏らしてしまったので。３ページ。 

 ここのところでちょっとお伺いしたいなと思ったところがあったのですけども、実は昨

日もちょっとお話ありましたけども、東京白老会の中で、どのような話が私はあったのか

ちょっと存じ上げておりませんけれども、その会が終わった後でですね、白老に関係があ

る方々が、昔の旧北海道日大高校の卒業生とか、白老町に住んでいた人たちが東京の方と

か向こうの方に行かれてお勤めされている方々の間から、国の方で一時話になりました、

ふるさと納税。それの白老版みたいなものを作る考えはないのだろうかねっていう話が、

何かちらっとあったというのですよね。 
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 それは、どういう形であったのか、私は詳しいことは聞いていないのですけど、でも白

老町で寄付を集めて、何かの基金にするとか、例えば保育園を民営化するに当たって、そ

ういうような方々から一口 10 万円以上の寄付を集めるとか。 

 また、寄付をもらうことによって 10 万円以上の寄付をすると、確か所得税とか、何かそ

ういうような減税措置されますよね。それを、ちゃんと白老町でやっているのだろうかと。

その辺はですね、どうなっているのでしょうか。ちょっと、寄付することによって、減税

措置を受けられて所得税が安くなったりとか、いろいろな税金が安くなったりとか、そう

いうことはできるのでしょうか。 

○委員長（及川保君） はい。辻税務課長。 

○税務課長（辻昌秀君） 来年度に向かってですね、税制改正の中でですね、住民税を出

身地にですね、一部納められるようにと。そういうような総務大臣のですね、提起によっ

て現在どういうような仕組みにするか、検討しているようですけれども、現在の情報では

ですね、ふるさと納税と言います。 

当初は住民税の一部をですね、納めると。出身地に納められる、希望して納められると

いうようなちょっと、そういうような発案でありましたけれども、現在は寄付金という形

の中でですね、現在は所得控除。あくまでも所得から、限度額がありますけれども、一定

額以上のものについて、所得から控除すると。そういう仕組みはあります。自治体等の領

収書をですね、指定寄付等の領収書をですね、そういうちゃんとした領収書があればです

ね、これは税の申告のときに所得税ですね。当然そういう控除になるということなのです

けれども、現在検討されているのは現在の情報で、住民税の 10％以内の額について、その

出身地等あるいはゆかりのあるところへ寄付した場合ですね、その税額で控除しようとい

う案が今一つ出てきています。 

 ですから、住民税ということではなくて、寄付金のですね、控除する枠を広げて、ある

程度その出身地等を選択してですね、そういうような形で還元できないかと。そういうよ

うな税制についてですね、検討中だということでございますけれども、これについてもま

だ具体的にですね、どういう形になるか。来年度の国の予算等の関係でですね、決まって

いくものと思われます。 

○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す。私はちょっとそっちの方も後から聞きた

かったのですけど、先に答えていただいたのですけども、今現在はそれでは例えば寄付し

た場合においては、減税措置とかそういうことはできないというふうに理解してよろしい

のですね。 

やっているのですか。そしてまたそれを白老町で実際に、何人かそういうふうな対象者

がいて、そういうことをされたことはないのですか。今までは、どうなのでしょうか。 

○委員長（及川保君） はい。辻税務課長。 

○税務課長（辻昌秀君） 個人の方でもですね、所得税等のですね、申告のときにその自

治体、これはどこの自治体でも構わないのですけれども、一定額以上の寄付をされた方は
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ですね、控除できるということになっております。 

 ただこれはあくまでも、所得控除でして、丸々その寄付した額がですね、控除されるの

ではなくて、例えば所得税ですと、所得によって税率が違いますけども、所得控除ですか

ら 10 万円寄付した方が税率 10％であれば１万円全額が軽減されると。そういう部分の所

得控除ですね。そういう形の中でやっております。 

 ただ、今国の方で検討されているその、ふるさと納税の代わりのですね、ふるさとに対

する寄付金制度というのは、10 万円寄付された方は 10 万円税額が安くなると。そういう

ような形での検討も現在されているということでございます。 

 それで、白老町と言いますかですね、これは白老町に寄付された方が、その住んでおら

れる自治体の方でする部分ですから、これについては私どもの方でですね、ちょっと税の

部分ではちょっと把握できないですけど、寄付金の中でですね、当然町が個人の方から寄

付を受ければ領収書を発行していますので、その領収書を持って出身地でですね、そうい

う申告をされればそういう可能性はあるかと思います。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（及川保君） はい。それでは質疑がないようでございますので、一般会計の決

算審査にかかる質疑を、これをもって終結いたします。 

                                         

     ○延会の宣告 

○委員長（及川保君） 本日の会議はこの程度にとどめ、明日に延会したいと思います。 

ご苦労さまでした。 

（延会 午後３時４７分） 

 


