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   平成１９年白老町議会予算等審査特別委員会会議録（第１号） 

 

平成１９年３月１９日（月曜日） 

開 会  午前 １０時００分 

散 会  午後   ３時３９分 
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◎ 開会の宣告 

○委員長（及川保君） 委員会開会に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げたいと思います。 

 本予算等審査特別委員会は本日から３日間の予定で行なわれることになっております。今定例会 

においても議論となっておりますが、我が町の財政状況は非常に厳しい岐路に立たされていると言

っても過言ではないでしょう。町長がおっしゃる、自主・自立のまちづくりを目指すために、今、

役場、議会が一丸となってどう対処すべきか問われていると言っても過言ではないのではないでし

ょうか。どうぞ、議員各員におかれましては、今、置かれている町の財政状況を十分勘案の上、活

発な議論をいただき、さらにはスムーズな議事進行にご協力いただきますよう心からお願いを申し

上げまして、一言、開会に当たってのごあいさつにかえさえていただきます。 

（午前１０時００分） 

                                          

   ◎ 開議の宣告    

○委員長（及川保君） ただ今から予算等審査特別委員会を開催いたします。 

 お諮りいたします。本委員会については傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） ご異議なしと認めます。 

 よって委員会条例第16 条の規定により委員長において傍聴を許可いたします。 

 次に、審査に当たって委員長より各委員及び説明員にお願いを申し上げます。第１点目として、

質疑及び答弁を行う場合は挙手をして委員長の許可を得てから行なってください。予算の質問事項

につきましては、予算書のページ数を示し、要点を簡潔明瞭に発言してください。答弁についても

簡潔明瞭に答弁するようお願い申し上げます。 

 第２点目として、本委員会における質疑の回数について、念のため申し上げておきます。本委員

会では、申し合わせにより質疑の回数は本会議に準じて原則３回までの一括質疑方式により行ない

ます。また、各会計の予算につきましては、区切りページをお手元に配布しておりますが、１議案

を分割して質疑の対象とした場合は区切りページごとに３回までの一括質疑方式となります。ただ

し、質疑、答弁の内容等により委員長の判断で３回を超えて発言を許す場合もありますので、この

点につきましても併せてご承知いただきたいと思います。 

 以上、委員長からお願いをしておきたいと思います。 

                                           

◎議案第２６号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

○委員長（及川保君） ただ今から本委員会に付託されました案件の審査を行います。 

 本委員会に付託されました案件は、議案第 10 号から第 22 号までの平成 19 年度各会計予算 13 件

と、これに関連する議案６件の合わせて19 議案であります。 

 これらを一括上程し、順次議題に供します。 

 議案の審査の都合上、議案第26 号から審査に入ります。 
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 議案第 26 号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。

議案書の議26 の１をお開き願います。 

 それでは、これより本案に対する質疑に入ります。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。議案説明では受けたのですけれども、８等級から６等級

になって号俸が相当細分化されるということなのですけれども、同時に 4.8％下がると、全体的に

下がるということなのですけれども、現在の、例えば管理職の方々でも結構ですけれども、生涯給

与と、これが適用になった後の人たちの生涯給与、地域給導入されているわけですけど、どれぐら

いの差が出るのか。そんな正確な金額でなくて結構です。どれぐらいの差が出るのかということが

１点です。 

 それから、給与体系が変わることによって、何て言うのですか、有利、不利とか言うか、人事考

課制度がまだ出来ていない中で、判断基準がどこで明確にするのか。その人の個々の評価。個々の

人の評価に対する人事考課がない中で号俸が細分化されているわけですけども、その判断を現段階

としてはどこでするような形になるのかね。人事評価制度がきちんと出来ていれば評価ははっきり

していて、あなたはこういうことだから、この号俸ですよとなるのだけど、現段階としては細かく

なったものの運用というのは、横すべりに行った後ですよ。どういうふうに変化するのか。まず、

この２点をお尋ねしたいと思います。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 大きく分けて２点ございました。 

 １点目のことですけども、平均 4.8％落ちるということで議案の説明の時にもお話しましたけど

も、若い職員と言いますかね、３級ぐらいまでの職員、30 代の中ぐらいまでは０％の引き下げとい

うことで落ちません。それから、今の課長職の上位になりますと、大きく言って７％ぐらい、３万

なんぼぐらい落ちます。それで平均 4.8％ということです。ご質問の生涯給与ということなのです

が、ご質問では管理職と、それから一般職というふうなご質問ですけども、併せてお答えいたしま

すと、その差ということで言えばですね、例えば事例として18 歳で入って今の現況の給料表で行き

ますとですね、その計算と、それから、それが例えば今の現行の制度で言えば昇格なくても６級ま

では行くと。７級で主幹、それから、８級で課長ということで昇格していくものですから。今の基

準としてはですね、昇格なしでずっと行く場合ということで計算しました。 

それで、新給料の方はですね、職務職階の中では３級までは一般職で行きます。４級で係長に行

く。係長職ということで主査ですね。５級で主幹に行って、６級で課長に行くということでちょっ

と昇格の部分は個々の事例で若干違うものですから、そのまま 60 歳まで行くということでいきます

とですね、現行で行くと約 500 万が下がると。それで課長職、管理職ということで言いますと、議

案説明でご説明したとおり、現給保障されていますので、それは現給のまま行くということですか

ら生涯給としては今の現状維持をしていくと。昇給はしないけども、今の現状で行きますよという

ことですから、管理職、課長職にいきますと現給保障されたまま昇格なしで現状のまま行くのかな

というふうに抑えております。 
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 それから、２点目の人事評価、考課と言いますかね、そういうことをどういう形で持って来るの

かというようなお話ですが。人事評価につきましては、前にも説明していますとおり、今、労使協

同委員会の中で素案を検討しています。今年の６月に試行入りまして、20 年から本格実施と。それ

の適用と言いますかね、給料にはね返るのは21 年からということで押さえていますので、人事評価

制度が確立、構築されるまでは給与制度の中の原則４号俸昇給ですか、それを適用して行くという

ような考え方を持っています。以上です。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。そこはだいたいわかりました。 

 それでね、21 年からと言ったら、ずいぶんかかるものだなと。もうちょっと早くならないのかな

ということが一つ。 

 それから、現在の管理職の方々、現給保障、これは当たり前なのですよね。当たり前なのだけど、

今、若年の課長さんもずっとそういうふうに行きますよね。その次にこの制度で課長になる人と、

現在、課長になっていて現給保障でずっと行く人、この差が出るのではないのかなということが一

つ。 

 それと、管理職になっていない人が一定のところまで行って下がるということはないのですか。

この給与表で言って。下がらないのならいいのだけど、管理職以外の人で上がらないでね、この給

与表が適用されて下がるという人はいないのですか。いなかったらいいのだけど、いるとしたら、

上の人は現給保障ずっとされるのだけど、下の人は一定限度まで行ったら下がってしまうというよ

うな、そういう矛盾は起きないのですか。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） １点目の人事評価。先般の一般質問でもございましたとおりですね、

行政の業務についてはスピードアップということでそのとおりだというふうに思います。ただ、こ

れがですね、１年間、いわゆる評価して、そのものを給与あるいは手当に反映するということにな

ればですね、途中で入れるということにならないと。それで、19 年６月ぐらいに試行してですね、

その制度そのものが現実に合うかどうかと言いますかね、そこを検証した中で20 年に実際に入って

いくと。それを評価するということは、１年かけて評価して、その次の給料に４号俸だよとか、６

号俸だよという反映をしていくものですから、どうしてもその期間は必要になってくるというよう

なことです。決して、遅く遅くと言いますかね、そういうことではなくて、そのものを使うとなれ

ば、その期間は必要だというふうに理解してもらいたいと思います。 

 それから、２点目のいわゆる一般職の給与が下がらないのかというのはですね、一つには現給保

障しているということで言えば、それぞれ答えを言うと下がらないですね。給与表では下がりませ

ん。ただ、逆に言うと上がらないと言いますかね。今、現給保障していますよね。ということは、

それにおおむね、３年ないし６年はかかってしまうと。年齢の場所のバランスによっては。ただ、

今回、職務、職階でやりますので、今まで６級にいた人が今度３級になりますと、３級の最高号俸

が３万、４万下がりますので、それからはもう、それ以上の額はないですから、ここでもう。ただ、

現給保障されていますので、この数字の方が上位ですからこのまま行ってしまうと。ということは、
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昇給延伸の措置がそのままずっと行きますので、それ以上、逆に言うと給料は上がらない。下がり

はしません。ただ、上がりはしないということです。以上です。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。そうしますとね、若い職員も同じだという意味ですよね、

今の意味はね。若い職員も、例えば、その号俸より行っている人はそれ以上下がらないけど上がら

ないということになりますよね。ということは、私が心配しているのは、もちろん管理職の皆さん

も同じなのだけれども、ちょうど生活が一番大変な人がそこにぶつかってしまうと、その人は他の

方より多く上がって来たからそうなるのかもしれないのだけれども、そこで生活設計が狂ってしま

うのではないかと。もちろん、若干年齢いっている方でも大学生がいるとかたくさんいますけれど

もね。生活設計上、そういうシステムにすると若い人の方が大変にはならないのかなというふうに

思うのですよ。今のままで行ってしまうと、もちろんこういう制度ですから、国全体がそうなるわ

けですから仕方がないと言えば仕方がないのだけれども、そういう意味で公務員そのものが全く魅

力のない職場になってしまうというふうになりかねないかというのが非常に心配なのですよね。同

時に医療職や消防なんかも皆同じだということになると、消防なんかも若い人はちょっと入ってい

ますけど上と下がかなり差がある。本庁の方がもっとある、行政職の方があるのだけど。そういう

ことに対する矛盾がもっともっと出るのではないかと。今よりも出るのではないかなと。 

 それともう一つ。500 万下がるというのは、その中に退職金も入っていますか。それも込みでそ

れぐらいの金額でしょうか。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） １点目の若い人がということのご質問ですが、今回の給与構造改革は

ですね、今までの給与のカーブと言いますかね、それを改めまして、先ほど説明したとおり、若い

人は引き下げは０％と。年配者と言いますかね、そこら辺の方の引き上げ幅を多く取ったというこ

とでは、この資料の方にもお示ししていますけども、要するに中高年齢層の給与水準を下げたとい

うことなのですね。それで、先ほど言いましたとおり、３級までということは35 歳かそのぐらいま

では０％で今の給与行きますから、それから級を上がりますので、要するに今の現行給与よりも給

料表で０％ですから昇給していきますので、だから、若い人にはさほど影響は逆にないというふう

に言えると思います。再度言いますけども、中高年齢層の方の引き上げ幅を多く取ったということ

で平均 4.8％にしたということは、若い人たちに影響がないように、逆に若い人たちは昇給するよ

うにということで給料表を作っていますので、今の懸案されるご質問の部分はないのかなというふ

うに思います。 

 それから、退職金が先ほどのところに入っているかどうかということですが、これは入っており

ません。給料だけの先ほどの比較でお答えいたしました。以上です。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 私も一つ、二つ聞きたいと思うのですが。 

 人事院勧告に基づく、これは改定になるわけですけども、人事院勧告に準じて、そのまま、これ
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が適用されると。町独自としての給与を取り入れていないのかどうなのか、その辺りのことを一つ

伺います。 

 それと勤務条件のことですから組合との話し合いというのが前提になるのだろうと思いますが、

組合との交渉の合意がどういうことなのか、その辺りを伺いたい。 

 ということと、もう一つ。勤務成績を導入して能力給にして行くということなのですが、やっぱ

り一番心配なのはそれが皆さんの意欲に繋がることなのかどうなのか。その辺りの考えをちょっと

伺わせてください。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） １点目の人事院勧告と、それから、町独自としてのというご質問です

が、基本的には人事院勧告のとおりということで行なっております。 

 それから、２点目の組合との話し合いがどうだったかということですけども、組合とはですね、

これが 17 年の人事院勧告の部分の給与改定ということで、18 年は組合交渉の前段としてと言いま

すか、給与制度、それから、人事制度をお互いに話しましょうということで労使協同検討委員会を

設置しています。労使協同検討委員会の中ではですね、今回の給与制度の問題もそうですし、それ

から、勤務時間の関係もそうです、もろもろ、今、継続しているのは人事評価制度もやっています

けども。そういうことで前段としては労使協同検討委員会の中である程度もんで、それをたたき台

として組合と正式の労使交渉ということで経過を経ています。そういう中ではですね、組合の方も、

執行部の方もと言いますか、現在の財政状況等々を踏まえれば、17 年に出た人事院勧告を基本的に

は尊重するということで、今回、提案している内容で十分合意を得ているというふうな内容でござ

います。出ている内容としては、基本的には国で示した人事院勧告の示した内容と同一ということ

です。 

 それから、能力給を導入すると意欲にどうなのだということなのですが、逆に言いますとね、新

４号俸が普通、一般的と言うかな、原則としますよという中で、やはり頑張った者には頑張った評

価をしましょうということで６号俸があったり、８号俸があったりですね、そういうような評価を

するということで言えばですね、今後、詰めの段階ですけども、国の方ではですね、例えば、今回

の人事院勧告の中では、今まで15％の特別昇給枠も撤廃して、普通昇給にするということ。特別昇

給を廃止しますので、そういうことを踏まえて人事評価の中では、良好であれば、先ほどこちらで

も示したとおり４号俸を原則としますよと。特に良好であれば、プラス２つ足して６号俸。それか

ら、極めて良好というのが４つ足して８号俸なのですね。これを今やっています人事評価でどの程

度見るかと。どこら辺を極めてと見るか、どこら辺を特にというふうに見るかは、これから詰めて

行かなければ駄目だと。ただ、国の方で示しているのはですね、いわゆる最高行って、特に良好に

ついてはですね、総職員数の 20％、あるいは極めて良好は５％という基準は一応示されています。

ただ、そういう中で総体の人件費の、当然アップに繋がらないような形でやった人には認めましょ

うというようなことですから、意欲の低下とかそういうことではなくて、逆に意欲を上げると言い

ますかね、そういうような人事評価に持って行きたいというふうに思っています。以上です。 

○委員長（及川保君） 13 番、斎藤征信委員。 
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○委員（斎藤征信君） わかりました。 

 この能力給の導入というのは、給与の中の一部なのだと思うのですけども。全部が能力給になる

わけではないですよね。一定の基礎があって、一部分、能力部分が入ってくるというふうに解釈し

ていいのかどうなのかということが一つです。 

 その能力給に対しての組合の考え方も、もし、話の中でありましたら教えていただきたいな。私

も組合の時代にこういう話もいろいろとしたのですが、能力の考え方にもその人の持つ能力という

ものと、集団の能力というのもあると思うのですが、そういう集団の能力なんていうことがこの給

与の中には入って来ないだろうというふうに思うのですよね。考え方としては、個人の能力という

のはなかなか区別がつけられない部分がたくさんあるものだから、物理的に無断休暇を取ったとか、

病欠が多いだとか、何ヶ月も休んだとか、そういうようなもので差がつくということになるのか。

全く、その人の能力、頑張り方によって差がつくのか。その辺りが一番問題になると思うのですよ

ね。実際に昔、国鉄なんかはかなり細かな賃金体系があって、そして、その一つひとつをクリアし

て行くのに激烈な戦いがあったみたいな話も聞いているわけですよね。一つひとつ階段を昇ってい

くのに現状よりはかなり難しくなっていく、そういうようなことが解消されるのかどうなのかね。

その辺が相手を引きずり落としても自分が上がっていくというような、そういうことが起きないの

かどうなのかが心配なのですよ。給与表の階段が多くなればなるほど、そういうことが起きるのだ

というようなふうに押さえているわけですけども、そういうことがあり得ないかどうか。そういう

ことをちょっとお聞きしたいと思います。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） ご質問の１点の人事評価の給与の一部分だけに反映するのかどうかと。

給与も先ほど言ったとおり号俸が変わってくるということと、勤勉手当に反映されると。給与の一

部分だけなのかというご質問はちょっと理解できないのですけども。給料そのものには反映します

よと。それと他のものはということで、勤勉手当には反映しますよということです。 

 それから、２点目の能力給に対する組合の考え方ということで、先ほど言いましたとおり労使協

同委員会の中で検討しています。それを持ってですね、組合とも、労使協同委員会ですから、その

中に組合の代表も入っているということで、前段としては今回の給与構造改革の制度の中には、人

事評価をしてこういう形で持って来るのだというような制度は入っていますので、基本的にはその

スタンスで組合も参加して協議をしていると。ただ、そのものをどう構築して行くかということを

今、協議していますのでね。基本的には組合の方も職員の代表として来ている中ではですね、そう

いう評価を取り入れて行きましょうというスタンスには変わりはないというふうに思います。 

 それから、３点目は、相手を引きずり落としてとか泥臭いような話なのですけども。評価の中で

は、今、ご質問にありましたけども、休暇だとか、それから、無断欠勤だとかですね、そういうこ

とをひっくるめて非行だとか、そういうことで勤勉手当だとか給料に反映するというのは今でも当

然ありますよね。ただ、それとは別にですね、今回の人事評価ということは日常の業務でどの程度

力を発揮するかということですから、総体評価で評価する項目としては業務に対する理解力がある

だとか、それから、業務に対する企画力があるだとか、それから、コミュニケーションがあるかど
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うかだとか、それから、そのものに対しての判断、実行力があるかとか、そういうことの業績評価

と能力評価と両方２つ併せて行くと。管理職については、今さら能力云々ではなくて業績がどうな

のかと。若い職員と言いますかね、一般職については業績ということではなくて、業務に対する能

力がどうなのかということを重点に点数を配分した中で評価をしていくと。そして、相手を引きず

るとか何とかというのは、ちょっと違う次元の話かなと思いますのでね、そういうような評価の基

準の中で意欲を出すような評価に持って行きたいと。前にも言いましたけども、そういうものを運

用する場合にやはり評価者がどう評価するというのが問題なので、前にも言いましたけども評価者

側の方の研修も当然やって行かないと。18 年はずっとですね、講師をお願いしましてね、こういう

人事評価の評価の仕方、それから、面談の仕方、そういうものは継続して、今、研修をやっていま

すので、そういう中で評価側の研修も当然していかないと。それで、人事評価の話になりますけど

も、評価をしたものは被評価者の方と面談もするし、評価結果も示すと。それで、何であなたがこ

ういう評価になったのだということも相手方と被評価者と詰めた話をして行くというようなことで、

今の時点で考えているのはそういう感情的に評価するとか、そういうことには当然ならないという

ふうに抑えています。以上です。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） ９番、吉田でございます。この制度について、まだ理解が不完全でござい

ますので間違ったらお許しいただきたいと思いますけれども。 

 この改正は人事院勧告に基づいて８クラスから６クラスに編成することによって、町内の職員の

給与を一回そこで落ち着かすということが大前提なのでございましょうか。 

 ２番目に。新人事評価制度についてはまだ実際行なっていないわけで、６月１日から試行すると

いうことになっております。それで、この改正と新たな人事評価の制度を合体した中で８クラスか

ら６クラスに編成替えして落ち着かすのか。あるいは、今、一段、この段階で８クラスから６クラ

スに変更することによって試行して行きながら、次に人事評価の制度によって能力査定をしながら

第二段階編成替えをするという意向なのでございましょうか。この２点について、一つお願いした

いと思います。 

 次に人事評価の期間でございますけれども、６月１日から試行することになるということでござ

います。先ほどの説明で平成20 年４月１日からということになりますと、向こう一年間、これは査

定期間でございますから中間査定がなかなか難しい、できないと思うのでございます。そうすると、

実質的に平成21 年から本来の査定が効いてくるわけでございますけれども、６月１日から施行する

となりますと１年間早まるのではないかと思います。来年６月の段階で満１年の評価期間があるわ

けですから、来年６月以降、査定が出来ると、完全に新制度に基づいてですね。そのように考える

のですが、21 年度にわたらなくても、それが可能ではないかと思うのでございますが、その点につ

いて伺いたいと思います。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） １点目のご質問、８級から６級ということで一度落ち着かせるのかと
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いう話なのですが。まず、基本的に人事院勧告のとおり、町の方も人事院勧告に基づいて今回の給

与改定を行ったということで、国の方は制度としては11 級まであります。ただ、白老町としては国

の給与法の８級までを採用しているということで、この全体の給与の改定の中では現在の８級が、

例えば、現在の１級と２級が統合になって新しい１級になるとかそういうようなことで、現在の８

級の部分が新しい給与表の６級になるということですから、その給与法を採用したということで。

くどいですが、国の方はまだ７級、８級もあるということで、町の方が８級制度を採用しているの

で、今回の改定では６級をしますよということです。 

 その給与構造改革の中に号俸を細分したということも含めてですね、人事評価、要するに評価を

して昇給されると言いますかね。今までは普通昇給と特別昇給があって、特別昇給も認めた中でで

すけども、今回の改正の中では特別昇給は普通昇給と合体しましょうということで特別昇給という

ことは無くなったと。それで、その代わりと言っては何ですけども、その代わり、評価をして、先

ほど言いましたとおり、それなりに頑張っている人にはプラス２号俸やりましょう、４号俸やりま

しょうということで、６号俸、８号俸の評価をするということで、人事評価を組み込んだ中での今

回の給与構造改革だというふうに押さえてもらえればいいと思います。 

 それから、最後にですね、人事評価が１年どうなのという話なのですが。先ほども説明したとお

りですね、この６月に今の現行の部分を試行しますよと言っていますので、６月で試行するという

ことは構築したものは実際の評価をした時に不都合がないかどうかという部分を含めてですね、６

月から来年の３月まで試行して、その中間地点ではそのものが評価しやすいか、あるいは評点項目

としての不都合さがないかどうか、それを検証します。そういうものを踏まえて20 年の４月からも

う実施に入るということで、先ほど説明したとおり、その 20 年の評価をもって 21 年の４月１日の

昇給に反映させていくということですから、20 年からもう始まっているという、ただ、給与に反映

するのが21 年に入りますよということです。ですから、とりあえず６月から入って来年の３月まで

は試行ということで、その構築の確立を図ると。それで、４月から今度、本格実施に入ると。評価

しておりますけども、この評価の反映が21 年の給料に跳ね返るということですから、その分が縮ま

るとか何とかというのは非常に難しいかなというふうに抑えています。 

○委員長（及川保君） ９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） だいたい趣旨はわかるのですけれども、試行期間が今年の６月からだとい

うことでありますと、だいたい来年の４月まで10 ヵ月あるわけです。それを実際、実行するとなり

ますと、実際、給与に効かすとなりますと来年の４月からもう出来る可能性あるわけですよね。再

来年ではなくて。私は今、それを言っているのですが、なぜ、それが出来ないのかという一つの疑

問があるわけです。だいたい、そういうふうな内容でございますからわかるのだけれども、それを

新人事評価に基づいて実施することを再来年の４月から実際に効かすのだということでございます

けれども、私は来年から効かせることができるのではないかと、完全にそれを施行した場合ですね。

そのように今、考えているわけです。 

 次に、この人事評価をするにあたっての評価者訓練。要するに誰が評価するかと。その評価者訓

練が、やはり技巧的にスカッとしていないと評価される人が非常に、この給与改定で問題が出ると。
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これは企業にいても同じなのですけれども。そのような形で、やはり評価する方々の評価訓練とい

うものをきちんとしなければいけないのではないかと。先ほど、何らかの機会を設けて訓練すると

言っていますけれども、実質的な訓練の内容、それから、期間とかですね、そういうふうな考えに

ついてはやっぱりしっかりしないといけないのではないかと思うのです。私は体験上、評価者とい

うのは自分の直属の上司が一番評価出来るわけです。要するにそういうふうな観念で、例えば、役

所の場合はちょっとわかりませんけれども、それを訓練した場合に、直属の上司をきちんとやっぱ

り評価していくと。評価される方が安心して、適正な評価を受けるということはそういうふうなこ

とではないかと思うのですけれども、その点の考えについて伺いたいと思います。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） １点目の来年から出来るのではないのかというのは、評価自体は出来

ると。評価調書を検討して、評価しましょうよということは出来るけども、そのものを給与にそれ

じゃあ反映しますかということになると、先ほど説明したとおりですね、反映部分は 21 年の４月の、

例えば昇給ですね、そういう時には反映しますよということですから、評価はもう20 年から入ると

いうふうに押さえていますので、そこの部分でちょっと理解の部分が違うのかなというふうに思い

ます。 

 それから、２点目の評価者の訓練ですが、先ほど言ったとおりですね、重要なのが評価者ですよ

ということで、先ほどもですね、どういうような訓練をするのということのご質問の中では、18 年

度からやっていますよということで、今現在は個々の具体的な評価者側の訓練と言っても、個別に

まだ構築されていない、こういうものをということの訓練ですから、まだ本格的な研修には入って

いないかもしれません。ただ、面談とか評価の仕方だとか、これについては今現在も18 年度から外

部の講師をお招きしまして検証をやっています。19 年度も外部の講師をお招きした中で、中間の時

に検証していきますし、もう少し具体的な評価者側の研修を、講師を入れた中で研修していくとい

うふうに抑えております。 

 それから、直属の上司がという評価の中ではですね、今、言われたとおりだと思います。直接、

第一次評価者、第二次評価者ということで進めていきますけども、第一評価者については直属の課

長が、あるいは、課長が現場にいない時はそこの所属長が評価のサブということで決めていくとい

うふうに抑えておりますので、そういう中では直属の上司が、課長職が評価していくと。それが第

一次評価者。それで、第二次評価者につきましては、そこの担当助役がというような形で、今、構

築しておりますので、こんな形で詰めて行きたいというふうに思っています。以上です。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。ございませんね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○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。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 
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 採決いたします。 

 議案第 26 号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり決定

することに賛成の方は挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○委員長（及川保君） 全員賛成。 

 よって、議案第26 号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

◎議案第２７号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

○委員長（及川保君） 次に議案第２７号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。議案書の議27 の１をお開き願います。 

 これより本案に対する質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○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。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 討論なしと認めます。 

 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２７号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の

制定について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○委員長（及川保君） 全員賛成。 

 よって、議案第27 号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

◎ 議案第２８号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

○委員長（及川保君） 次に議案第28 号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。議案書の議28 の１をお開き願います。 

 これより本案に対する質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○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。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（及川保君） 討論なしと認めます。 

 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 28 号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○委員長（及川保君） 全員賛成。 

 よって、議案第28 号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

◎ 議案第３０号 白老町社会教育委員設置条例の一部を改正する条例の制定 

について 

○委員長（及川保君） 議案第30 号 白老町社会教育委員設置条例の一部を改正する条例の制定に

ついてを議題に供します。議案書の議30 の１をお開き願います。 

 これより本案に対する質疑に入ります。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。一つだけ、簡単なことをちょっとお尋ねします。 

 予算に関わるからこうなっているのですけど、予算書では12 名ということになっているのですけ

どね。これは減らす根拠というか、法律的な根拠ではなくて、どうして減らすのか。効率的と書い

ているのですけどね、人口が減ったとか何かそういうことなのかどうかという、そういう意味の根

拠はありますか。 

○委員長（及川保君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本譲君） 19 年度におきましては、15 名を 12 名ということで予算を要求して

おりますけれども、現在ですね、一応、各地域、それと団体、職域、もろもろを町内全域にわたり

まして、そして、15 名を選出しているという状況なのですけれども、団体でもうちょっと集約した

りですね、あと、学校関係も小学校から１名という効率よく選ぶとだいたい12 名ぐらいで全体が網

羅できるかなというような考え方で今回、15 名から 12 名ということで考えてございます。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。わかりました。ただ、減るということがいいとか、悪い

とかという議論ではなくて、今までの社会教育委員会の中での議論が活発であれば、それでいいの

ですけどね。そういう意味で言えばね、どうですか、そこら辺。活発に議論されていたけれどもと

いうことなのか。私の入った委員会ではあまり議論されていないとか、結構多かったものですから

ね。そういうことも含めて考えたということですか。 

○委員長（及川保君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本譲君） この社会教育委員の会につきましては、年間２回の開催ということ

で非常に社会教育全般に関わっての企画・立案・指導的な部分におきましては回数が少ないという

ようなことで、その２回の中で結構活発な意見が出されます。ただ、２回ということですけれども、
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委員さんたちのご協力によりまして、随時、報酬を伴わないでボランティアで開催しようというお

話も承っておりまして、必要に応じて、こちらの方からお願いをして、いろいろ協議をしていただ

いているという状況で、この辺の人数につきましても一応委員会のご意見を伺って、参考にして決

めさせていただいたということでございます。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。ございませんね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○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。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 討論なしと認めます。 

 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 30 号 白老町社会教育委員設置条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり

決定することに賛成の方は挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○委員長（及川保君） 全員賛成。 

 よって、議案第30 号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

    ◎議案第３１号 白老町介護予防・生活支援事業条例の一部を改正する条例の制

定について 

○委員長（及川保君） 次に、議案第31 号 白老町介護予防・生活支援事業条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題に供します。議案書の議31 の１をお開き願います。 

 これより本案に対する質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○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。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 討論なしと認めます。 

 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 31 号 白老町介護予防・生活支援事業条例の一部を改正する条例の制定について、原案の

とおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○委員長（及川保君） 全員賛成。 
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 よって、議案第31 号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

    ◎議案第３２号 白老町在宅介護支援センター設置条例を廃止する条例の制定に

ついて 

○委員長（及川保君） 次に、議案第32 号 白老町在宅介護支援センター設置条例を廃止する条例

の制定についてを議題に供します。議案書の議32 の１をお開き願います。 

 これより本案に対する質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○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。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 討論なしと認めます。 

 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 32 号 白老町在宅介護支援センター設置条例を廃止する条例の制定について、原案のとお

り決定することに賛成の方は挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○委員長（及川保君） 全員賛成。 

 よって、議案第32 号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

    ◎議案第１０号 平成１９年度白老町一般会計予算 

○委員長（及川保君） それでは、議案第 10 号 平成 19 年度白老町一般会計予算を議題に供しま

す。 

 恒例によりまして歳出から質疑に入ります。一般会計の 100 ページをお開きください。皆様のお

手元に、質疑に区切りページ一覧表を配布いたしております。それに従って進めてまいりたいと思

います。 

 一般会計歳出、１款議会費及び２款総務費に入ります。100 ページ１款議会費から 117 ページ２

款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費まで質疑を受けたいと思います。ございませんか。 

14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。109 ページの臨時職員賃金。これは、1,200 万ぐらいト

ータルで減なのだという説明は予算説明で聞きましたけれども、もうちょっと詳しく中身をひとつ

お願いしたいのですけれども。どこで、どういう状況で、これだけ減るかということです。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） まず、ご質問の臨時職員経費。提案の時に説明したのは６名減、857

万 8，000 円の減ということでご説明いたしました。総務課の方で臨時職員の予算を計上しているの
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は、不補充あるいは産休代替とかそういう部分で予算を計上しています。他の業務の増とかについ

ては現課の方の予算の中で計上しています。それで、今回６名というのはですね、そういう中で不

補充している部分についての減を６名したということです。それで予算は計上します。ただ、もう

少し詳しくということでお話をしますと、今回、全体的な見直しを言いますかね、臨時職員の全体

的な見直しということで、先ほど言いましたとおり、予算的には総務課で持っている部分、あるい

は現課の方で持っている部分含めて全体的な臨時職員の見直しを行ないました。併せて、嘱託職員

の見直しも行ないました。そこで、全体的で言いますと、身分で言う嘱託職員の人については 12

名落としました。純粋に増が１名であります。ただ、今、言うところの嘱託職員を身分替えして臨

時職員にしたと、嘱託職員から身分替えして臨時職員にしたということで９名身分替えをしていま

すので、実質的には臨時職員全体では３名ほどの減になっていますけども。それと純粋に、今、臨

時職員の方を職員で対応するということでは10 名落としました。それで、数字で言いますとですね、

ちょっとくどい言い方をしますけど、嘱託が12 名落ちて、臨時が10 名落ちて、合計で22 名落ちま

した、まずは。それで、嘱託は、その職務で増が１。それから、嘱託から臨時に身分替えしたのが

９名います。臨時職としては 10 名増えましたけど。トータルしますと 12 名落ちたと、全体で。人

の頭数として。それで、全体としては 1，620 万人件費が減になったと。それで、くどいですけど、

先ほど予算説明の時には６名減になって、857 万何ぼ減になったよというのは、あくまでも総務課

の方で抑えている人員を、この予算上は言いました。それで、私が今言ったのは、他の課も抱えて

いる部分で、全体で今回の見直しで落とした分ということで12 名落として1,620 万ということで出

ています。以上です。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。わかりました。そうしますとね、差し障りないと思いま

すので、せっかくトータル出ているのですから、トータルで10 名減ったということはわかっていま

すからね、嘱託職員が何名から何名になっていくらになったか、臨時が何名から何名になっていく

ら減ったか、それの詳しいところをお願いします。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） すみません、手元に総トータル持って来ていませんので。今すぐお答

えいたします。 

 それとですね、臨時職員はですね、いわゆる短時間雇用の臨時職員も各保育所だとか病院だとか

にいますけども、一般的に事務職として使っている人数、社会保険に入っている人数ということで

抑えてよろしいのでしょうか。 

 すみません、ちょっと時間をいただいて、それはすぐお答えいたします。 

○委員長（及川保君） それでは、14 番、大渕委員、答弁保留で、今、進めたいと思います。 

 18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 18 番、加藤でございますが、105 ページ特別職報酬審議会。これは何かの

機会に、私、総務課長にお聞きしたのですが、ルール的には10 人以内と、メンバーですね。という

ことで、現在の委員会のメンバーには議会のＯＢが入っていませんよと。以前は、兼職ではあった
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けれどもＯＢの方が入っておられたと。特別職というのは当然、理事者、それから、議会議員の問

題も入るものですから、ぜひＯＢを１人ないし２人なり人数が許されるのであれば入れていただき

たいというお願いをしたことがあります。今回も昨年と同様７人ということなのですが、これはこ

の間そういう質問をした時には検討してみたいとこういうお話だったのですが、その後、どのよう

になっておるのか。その考え方について伺いたいと思います。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） ただ今のご質問はですね、確か昨年の12 月の議会でご質問されました。

その時にもお答えしたとおり、現員７名ということで。ちょっと過去の話から言いまして、ＯＢの

方が委員としてなっていたと。たまたま職を退任されたものですからね、その方を議会のＯＢとい

う形で有した方がいなくなったよというような経過の中で、たまたま今、そこの団体の代表者でや

っている方が役場の特別職のＯＢの方がなっているという中では、いわゆる特別職報酬審議会の中

では特別職の報酬も、あるいは給料も、それから、議員さんの報酬も審議する中で基本的には町の

活動、それから、理事者の活動あるいは議会委員の活動、これについては十分承知している部分が

あるというようなことで、前回のお話の時にはですね、そういうことも承知している立場の方なの

で継続していきたいというようなお話をさせていただきました。ただ、あの時もお答えしたとおり

ですね、言われている趣旨はわかるので今後の形の中ではちょっと検討してみたいよというような

お話をさせていただきまして、その後ちょっと私のところも検討いたしました。ただ、検討した結

果としてですね、現在なっている方が十分そこら辺の議会の活動も承知できるというようなことと、

併せて特別職あるいは議会のということで資料としては出すのですけども、資料に出てこない活動

状況と言いますかね、そこら辺も踏まえれば、まるっきり議会活動を知らないということではなく

て知っている方ということで言えば、現有の中で継続させてもらいたいというふうに判断いたしま

した。ただ、今後ですね、そういうようなことで議会活動も、あるいは町の方の活動も十分踏まえ

て、あるいは近隣の状況を踏まえた中で適切な金額を判断してもらえるという方がいればですね、

それは全然やぶさかではなくて議員ＯＢもというふうに考えております。以上です。 

○委員長（及川保君） 18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 18 番、加藤ですが。そのような説明は前回も受けております。ところがで

すね、今、名前は出しませんが社協の会長さんなどがその対象なのだろうと思いますが、あれから

もう４年も５年も経っております。退職されてからですね。それからの議会活動というのはずいぶ

ん様変わりをしております。非常に議会改革も進みましてですね、議会の活動というのは表面的に

出なくても相当進んでおると私は認識をいたしております。そういう意味からもですね、やはり議

会のＯＢの方であれば、私どももお話をしやすいのですよ。ＯＢの方であればですね、いろいろな

お願いをする場合にも。そういう意味において、審議会に臨む場合にざっくばらんに言ってですね、

役場の職員だった人にお願い、お願いという言葉は語弊がありますが、意見を具申するという意味

においてはそういう方々の方が我々としてはベターだというふうに思うものですから、ぜひ、そう

いうふうにご配慮願いたいと。本年度は７人というふうに決めていますから、そうはいかないので

しょうけれども。より、そういうふうに議会の理解を得るという意味においても、そういうふうに
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進めて行っていただきたいと思うのですが、助役さんの見解を伺いたいと思います。 

○委員長（及川保君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） 結論から申し上げますとですね、今年度にまた審議会を開くことになり

ますので、この７名の中で。ただ、この７名それぞれの代表の方が出ていただいておりますので、

中身の方を十分精査いたしまして、議員のご質問の件については十分検討させていただきたいとい

うふうに思います。 

○委員長（及川保君） 暫時、休憩いたします。 

休 憩  午前 １１時０３分 

                                           

再 開  午前 １１時１４分 

○委員長（及川保君） 休憩を閉じて委員会を再開します。 

 14 番、大渕委員の保留になっております質疑に対しまして。白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 時間をいただきまして申し訳ございません。先ほどの臨時職員、嘱託

職員の数でございますけども。まず、嘱託職員がですね、18 年４月１日現在で 77 名おります。先

ほどの説明のとおり、今回 12 名落として１名プラスということでマイナス 11 なので総数としては

66 名になると。 

 それから、臨時職員ですが、まず一つ目は内数として先に言いますが、一般事務をやっている職

員ということで言えばですね、４月１日現在で20 名おりました。それを純粋に10 名減にしまして、

嘱託職員から臨時職員の身分替えということでプラス９名いますので、トータルしてマイナス１名

落ちて 19 名。 

 それで、先ほど言いました社会保険も加入しているということは、保育所とか病院も含めてとい

うことで行きますと、社会保険に加入している臨時職員が 18 年度４月１日で 80 名。これが先ほど

の１名減になりますので79 名となるということでございます。以上です。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕委員、よろしいですか。 

 それでは、他ございませんか。 

３番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） ３番、山本でございます。今年度、経常経費の削減ということで各課に20％

の削減を目標に皆さん頑張りなさいということで、それに向けて各課で相当の努力をされていると

いうことに関しまして大変評価したいと思いますし、先ほどの臨職の配置等も含めて相当努力され、

ご苦労されているということも認識しております。 

 111 ページの情報化推進費ですね。これ前回、ご説明をいただいた時に 3,100 万円の見直しとい

うお話をいただきました。大変、これも努力されているなというふうに思うのですけれども、どう

いったところに着目して見直しをかけたかということですね。例えば、見積もりだけを精査して、

そのような金額になったのか。それとも、今までお願いしていた部分を、例えばやらなくて済むよ

うになったとかですね。そういった、どういう点で着目して、この 3,100 万円もの金額を、経費を

削減できたのか。また、今後ですね、来年度以降、さらにまた、この項目の中で見直し等が出来る
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ものがあるのかどうなのか。その辺を含めてちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 予算説明のお話のとおり、情報化推進経費で 3,093 万 5,000 円の減で

すよというふうにご説明いたしました。中身の大きなものはですね、消耗品等々の削減と言います

かね、それもやっていますけども、これはそんなに金額が出ていたわけではなくて、大きいのはで

すね、今年の１月から議会の方にもお願いしまして債務負担行為の中で議決をいただいております

けども、昨年までは新住民管理情報システムということで、平成 10 年から 18 年で終了するという

ことで昨年まではこの部分を計上しておりました。今回ですね、19 年から新しく契約期間が変わり

ますので、19 年から新しいシステムに変更するということなのですが、今年の 19 年１月から３月

までは古いシステムと新しいシステムを併用するということで３ヶ月間重複の期間がありますけど

も、19 年から 24 年までの６年、３ヶ月入れて６年３ヶ月、これを総合住民情報システムというこ

とで契約を変更いたしました。従前はですね、ここの部分をいわゆる契約形態として保守点検の委

託料、あるいは賃借料という形で契約を結んでおりましたが、今回、新たに使用料・賃借料の中で

総合住民情報システム使用料 2,179 万 8,000 円ありますが、これが昨年の新住民管理情報システム

に変えて新規になってきたと。この契約はですね、従前から委託しています会社と随意契約なので

すが、その契約の形態の中で、その前段としてですね、そういう業者を全部見積書をいただきまし

て、全部協議して、それから、住民へのサービスが低下ならないように、あるいは職員の負荷がな

らないようにというような総合検討の結果、そちらの方に今回、契約することになっておりますけ

ども、その部分が従前の契約よりも 3,000 万ぐらい落ちたということで、契約の形態を変えたとい

うことでこの部分が出ている。なお、来年以降はですね、債務負担行為で、先ほど言いましたとお

り６年ほどの契約もとっていますので、この部分は来年からは出てこないと。この部分での契約の

変更での部分は出てこない。ただ、一番最初に言いましたとおり、その他の項目で消耗品を含めて

削減できるところはこちらの方も努力して削減していきたいと。ただ、このような金額は来年以降

は出てこないというふうに抑えています。以上です。 

○委員長（及川保君） 13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 107 ページ。庁舎のことですが。重油の地下タンク、昨年、漏えい検査を

やって、それで新年度で廃止するという形で出ているわけですけども。それで、新たにこれを作り

直すとかそういうのは考えていないのかどうなのか。経費がかかるから現状のまま、これでずっと

行くというふうに考えておられるのかどうなのか。その辺り。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 重油の地下タンクなのですが、昨年９月かな、議会の時にお願いして

いますけども、ボイラーがですね、いわゆる機能が消耗していて稼動しないということでボイラー

を廃止しましてですね、各部屋ごとに石油ストーブを設置しました。それで、重油が特に今後見込

まないということで地下タンクを閉鎖するということで。今後はいわゆる地下タンクを使用しない

ということで閉鎖したということでございます。 

○委員長（及川保君） 13 番、斎藤征信委員。 
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○委員（斎藤征信君） その件、わかりました。 

 それで改修、庁舎の老朽に絡んで。今まで17、18 年度はバリアフリーにしたり、防水工事やった

り、トイレの改修をやったり、様々努力されてきたことはわかっているのですが。実際に新年度で

大規模な改修の費用は上がっていないわけですけども、当面、改修しなければならない、少し規模

の大きなものというのはないのかどうなのか。その点だけ伺います。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 今、言われたとおり、昨年の予算の中ではですね、トイレの改修だと

か、庁舎屋上の雨漏りの改修ということで修繕工事出しておりました。17、18 年、２ヵ年の事業で

終了したということで、19 年度については今、抑えている部分では大規模な改修工事の発生がない

ものですから今回計上していません。ただ、小さい修繕工事ですか、そういうものが発生すればで

すね、その都度ちょっとお願いしようかなというふうには思っています。今、言ったとおり、大き

なものは今、現状の中では工事は発生していないということでございます。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

 それでは、次に 116 ページ２目姉妹都市費から 125 ページ８目車両管理費まで。質疑のあります

方はどうぞ。 

12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 12 番、吉田です。119 ページの広報活動経費のところで伺いたいと思いま

す。この広報活動経費、18 年度までは、これはちょっと金額違っているのかもしれません、403 万

3,000 円と書いているのですけど、今日の議案書を見たらそれもなっているので。今まで編集業務

は職員でやってきたということなのですが、これは新たに町民まちづくり活動センターへ編集業務

委託をするということで 595 万円の予算計上がなされていますけれども。これはどういった目的と

いうか、なぜ、そのようにしたのか。どういう効果を狙ったのか。そして、今後ね、編集ですから、

町の広報でしたので、町のいろいろな広報しなければならないこととかとなるので、町の今までの

職員もこの広報の編集には絡んで行くのかどうなのか。まるっきり全部、ただ、原稿だけを差し出

してやっていくのかどうなのか。その辺どのように考えられているのか伺いたいと思います。 

 もう１点。123 ページの町職員住宅等管理経費のところで伺いたいと思います。今定例会でも公

営住宅の空きのことで待ちがいるとかそういうことで議論されておりましたけれども、町長は平成

18 年の時でしたか、「町職員住宅については可能な限り町民に開放できる方策を検討し、入居待ち

の解消に努めてまいります」というふうにあったのですが、その検討の結果、19 年度にどのように

開放されるような形になってきたのか。まだ、開放されるような状況に至っていないのかどうなの

か。その点、伺いたいと思います。 

○委員長（及川保君） 岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） まず、広報誌の関係についてのご質問であります。まず、この度

４月からまちづくり活動センター、町連合の方に委託するということなのですが、大きな視点の一

つとして、まず、行政改革の実行計画、その中で位置づけされています。これは町民の目線で広報

誌を作っていくという部分での改革が必要だということで位置づけがされているというのがまず大
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きな柱の一つでございます。それで、どういう広報の委託の方法があるかという部分がいろいろ検

討してきました。さらに、その目的という今のご質問の部分で３点ほど大きく捉えてございます。

一つは公共性、公益性、非営利を確保した委託でなければならないということであります。これは

一個人ですとか、あるいは民間企業ではなく、今、言った公共性、公益性、非営利という部分を確

保できるところに委託していかなければならないだろうという部分で、そういう委託の仕方がまず

一つ考えなければならないという部分が一つ。それから、２つ目にやはり町民主体の広報誌づくり

という部分で、情報の共有をしっかりしていこうということで町民参加の広報誌づくり、それから、

町民の視点に立った誌面づくりと、こういう部分が大きな２つ目にございます。それから、３点目

としまして、ワークシェアリングとコスト削減。要するに民間でできることは民間にしていっても

らおうという部分。それと行政のコスト削減ということで。私どもで試算している部分ですと、人

件費削減できますし、その部分でおよそ 1,500 万円程度削減できるという試算をしています。さら

に専任のスタッフを２人、町民から雇用できるという部分のメリットもあるという大きな３つの柱

が、まず、目的として非常に大きい部分が検討した材料として、これを踏み切ろうという決断をし

たところです。 

 それから、町職員の関わりでございますが、当然、政策を情報発信する部分がタウン誌と違うと

ころだよというのが広報誌の使命でありますから、町職員も今の経営企画課の中に窓口は残してい

くと。ですから、町民がしっかり移行していく間はどうしても必要ですから、そこをちゃんとフォ

ローする窓口がございますし、編集作業にも関わっていきますし、町の情報誌もそこから発信する

ように体制を整えてやって行きたいと、こういうふうに思っています。 

○委員長（及川保君） 後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） 職員住宅の関係でのご質問でございます。昨年、町長の答弁があった

点について、今年度はどういうふうになっているかと、そういうふうなご質問でございますが。ま

ず、昨年ですね、社台の教職員住宅、公民館の裏にあるのですが、そのうちの１戸、こちらの方に

既に入居されている方がございます。それから、もう１戸空いているのですが、こちらの方は広報

で公募いたしまして、その結果、まだ応募には至っていないという状況でございますし、それから、

大町の消防隊寄宿舎、こちらの方につきましても公営住宅に申し込まれていて待機されている方に、

「こういうふうな住宅がございます。入りますか。」という趣旨のアンケート、聞き取りを行ないま

して、その結果ですね、２階建てで収納スペースがほとんどが２階にあるということ、それから、

寝室がもちろん２階なのですけれども、そういうこともございまして、実は申し込まれた方が１世

帯しかございませんでした。その方は実は日の出団地の方も申し込んでいる方なのですが、よくよ

く話を聞きますとちょっと身体が不自由な部分もありますし、それから、83 歳でしたかね、そうい

うこともございまして、結果的には入りませんということでございます。19 年度については予算上

は特に盛ってはございませんけれども、同様のアンケート等で応募、公募を図っていきたいなとい

うふうに思っております。 

○委員長（及川保君） 12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 町広報なのですが、今、お話を伺っていて、町民の目線でということでど
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のような広報が出来てくるのか楽しみに待っていたいというふうに思っておりますが。印刷は委託

になっていませんよね。印刷はなぜ委託にならないのか。総括して、全部そちらの方に委託、なぜ、

出来なかったのか。その点、１点伺いたいと思います。 

 それと、有料広告が載るということも説明があったのですが、有料広告についての入ってくるお

金というのは、活動センターの方のものになるのか。委託しているから、どうなのかって。その辺

ちょっとお伺いしたいというふうに思います。 

 それから、町職員住宅のことなのですが、この間、公営住宅のこと等で単身者、それから50 歳未

満の独身の方が入れないという議論がありました。町の住宅ですので、公営住宅法に則って、やは

りそのような取り決めの中でやって行かれるのかどうなのか。そういったところは、単身者だとか

そういった方々に有効にと言うかね、そういった活用の仕方というのはできないのかどうなのか。

その点ちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（及川保君） 岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） 広報の関係２点ご質問ありました。１点目の印刷の関係でありま

す。まず、この業務を委託するにあたって、それぞれ町と相手先の持ち分はしっかり区分けしまし

た。その中で発行責任者はあくまでも白老町であると、相手先にお願いする部分は編集作業である

という部分の区分けをしっかりしております。そういう中でいろいろ詰めていった中ではですね、

まだ、今の段階では印刷は発行責任者の方にあるという部分で区分けを抑えましたので、従来どお

り、その部分は町の方で別途発注していくという形になります。 

 それから、有料広告の件でございますが、まず、今年から新たに導入しますので、どの程度見込

めるかというのもあります。今回、歳入の方での十数万計上というふうになってございますけども。

まず、これについては全体の中では町に一たん入ってきます。でも、将来的に委託の中の一部の中

に、その部分が財源としてあるというふうなことの解釈も出来ようかと思いますので、直接それを

委託先ということには今はならないということで、将来的にはその辺も詰めていきたいというふう

に考えています。 

○委員長（及川保君） 後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） 先日までの一般質問等々で出ておりました、いわゆる若い方、その他

の部分で行けば単身という表現でもよろしいかと思いますが、今、委員がおっしゃられるように公

営住宅法に基づく住宅にしますといろいろ制約と言いましょうか、入る人もそうですけれども利用

上もいろいろと規制が入りますので、委員がおっしゃられるような、いわゆる特化しましてね、公

営住宅ではなくて町の住宅としてお貸ししますと、そういう位置づけでやって行きたいなとこうい

うふうに考えております。それで、言われるようにですね、例えば単身だけとかですね、あるいは

白老町に職を求めて働きには来ているけれども引っ越す所がないとかですね、いろいろな条件があ

ると思うのですが、そういった方を出来るだけ入居できるような、そういうふうなことで特化しな

がらやって行きたいとこういうふうに思います。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

４番、鈴木宏征委員。 
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○委員（鈴木宏征君） 117 ページの姉妹都市の交流促進事業なのですが。姉妹都市交流して10 何

年になりまして、今、隔年ですか、行ったり来たりをしているのですが。青少年の分ではいいと思

うのですが、大人の部分ではもう少し隔年としではなくてですね、２年おきとかですね、そういう

議論が姉妹都市の協会の方から総会とか役員会の中でそういう議論が、そういう話が出ていないの

かどうかということをお聞きしたいと思います。 

○委員長（及川保君） 岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） 姉妹都市交流、私どもは国際交流ケネル市から、国内ではつがる

市あるいは仙台市ということで３つの町と姉妹都市を行なっていますが、今、ご質問の総会で大人

の交流を毎年というようなことでの具体的なご意見は出ておりません。 

○委員長（及川保君） ４番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） 交流も非常に大事なのですが、今、こういう時期ですし、相手方もいるこ

とですから一方的にこちらからそうしたいというふうなことがですね、申し出てもそのとおりにな

るかはわかりませんけれども、もうそろそろ隔年ではなくて、もう少し長くですね、２年おきです

とかそういうことを考えてもいい時期ではないのかなというふうに思いますが、そこら辺はどうで

しょう。 

○委員長（及川保君） 岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） 私も毎年、総会の方は出席しておりけども、総会の場では、今、

出ていませんというお話をさせていただいたのですが、双方、交流している中では、今、委員がお

っしゃるとおり、年数をもうちょっと持って、お互いがあまり負担にならないで細く長くお付き合

いしましょうと、こういう声は逆に出ております。ですから、その辺のことも十分、先方の事務局

とも、また協議しながら。やはり、民間が主体になってやっていきましょうという声が圧倒的に多

く最近は出ておりますので、もう行政が１から10 関わってどうこうじゃなくて、民間が出来ること

をきちんともう一回点検しながら交流していきませんかとこういうご意見出ていますので、今、そ

ういう部分で総体的な検討をして、そういう形に持って行きたいなということで、今、協議してい

るところであります。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 18 番、加藤ですが。119 ページの（１）職員健康管理経費の件について、

伺いたいと思います。これは昨年も聞いた記憶があるのですが、健康診断、町立病院の問題からい

って、健康診断ですから出来るだけ白老町立病院でやってもらいたいという考え方を私は基本的に

持っているのですが。長年、札幌の方へ行っておられて、向こうにカルテもあるのでということで

札幌へ行かれる方もいると。大きな病気であれば町立病院では手に負えないから、どこの病院に行

っても構わないのですが、健康診断くらいは町立病院を利用してもらいたいというのが私の基本的

な考え方なのです。それで、国保で言えば、今まで 15％ぐらいの受診率が 13％に下がっていると。

こういうのが毎日のように町立病院で議論をしている最中でございますので、何とか町の職員は町

立病院を使ってもらいたいというのが考え方なのですが。昨年は30 名は利用しているというふうに
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伺ったのですが、昨年ということは 17 年度のことだろうと思うのですが、18 年度あたりはどのよ

うな状況にあるか伺いたいと思います。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） ただ今のご質問の件、だいたい毎年出ているご質問で、ということで

毎年だいたい同じようなことでさせてもらっているのですが。付け加えて言えばですね、定期健康

診断、ご存知だと思いますが、あえて言わせてもらいますと、定期健康診断、１行目ですね、これ

については町立病院を利用していると。これは40 歳未満の方が対象になるということで、これは町

立病院と。それと、今、ご質問の部分は３行目の総合健診だと思います。ここについてはご存知の

とおり、３箇所を指定した中で実施して、職員が過去のかかった健診病院と言いますかね、そこを

過去のデータもあるということと、また、行きやすいということも含めてですね、職員の選択にし

ていただいております。ただ、昨年もお答えしたとおり、町立病院の受け入れ態勢も含めてですね、

なかなか数字が上って行かないのですというようなお話をさせていただいておりましたけども、町

立病院の方もですね、今度は週８人受け入れ出来るような態勢になってきていますし、そういう中

では私どもの方も職員に周知した中、また、受診金額も、個人負担も若干、当然違ってきますので

ね、町立病院へということでは周知徹底して行きたいというふうに思っています。また、受診者の

方もですね、私の抑えている数字がさっき委員さんが言われたのと違うのですが、17 年は町立病院

が 22 名で９％あったのです。それで、18 年の２月末で31 名ということで、全体から言うと13％と

いうことで10 名ほど上がってきていますので、そういう中では周知した中で町立病院の態勢がそう

いうことになれば職員の方も行っていただくように、こちらの方も働きかけて行きたいというふう

に思っています。以上です。 

○委員長（及川保君） 18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 18 番、加藤ですが。17 年度は９％、18 年度は少し上って 13％と。強制は

できません。強制はできないにしても、町民の方々にですね、昨年も申し上げたと思うのですが、

できるだけ町立病院を利用してくださいというふうに言いながらもですよ、９％だの13％しか利用

していないということはですね、はたして、いかがなものかなと私は非常に不信感を持つのですよ。

大きな病気、命に関わるとか何かという病気でしたらね、これは何もそんな強制はできませんけれ

ども、健康診断くらいは町立病院でというのは常識だと私は思うのですが、もう一度、その辺り強

く要求できないものかどうか。その辺り、どうでしょう。お願いします。 

○委員長（及川保君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） この件につきましてですね、毎回、同じようなご指摘を受けているわけ

ですが。この問題については過去からもですね、やはり地元の、我々の町立病院を利用しようとい

うことのお話は実はしているのです。実は衛生委員会という組織もありましてですね、ここには院

長も職業医として入っていただいていまして、そういう中で受け入れの態勢のお話も伺っていまし

て、なかなか受け入れ態勢が十分ではないということ、それと、日にちが限られているものですか

ら、仕事の関係でどうしても予約することになりますと、なかなかうまく当たらないというのがあ

りましてね、現実の問題として対応が難しいところがあったのです、正直申し上げまして。それで、
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ご存知のとおりですね、今、待合所も設置いたしまして、本格的に町立病院の方でも、院長ともお

話しているのですけどね、人間ドックでやはりある程度、収益をこの度、確保しなければならない

ということで態勢も整えることにしてございます。そういうことで職員からすると、今度はいつで

もと言ったらおかしいけど、ある程度のところで申し込めば受けてもらえるような形になりますの

で、そういうことも期待したいと思いますし、また、衛生委員会の方でもみんなでそういうことを

利用しようということの取り組みをして参りたいと、このように考えています。以上であります。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） ９番、吉田でございます。123 ページの宅地分譲事業費の件でお伺いいた

します。本年 370 万という予算案でございますが、昨年から見ると 2,000 万下がっておりまして、

1,930 万の工事費がなくなっているわけでございます。それで、分譲の経過と今年の測量委託料の

考え方について、一つ質問をいたします。以上です。 

○委員長（及川保君） 山本経営企画課参事。 

○経営企画課契約財産管理担当参事（山本憲次君） 先に分譲の経過、18 年度の売払い実績でござ

いますけど。一応、ご承知のとおり、大町分譲地、旧保育所跡地でございますが、これは 12 画につ

きましては全区画ですね、売却済みでございます。それと、日の出分譲地につきましてはですね、

８区画中２区画、今、分譲済みで建築中もございます。それと、あと、その他ですね、大町４丁目

と言いまして、旧教員住宅跡地なのですが、ふれあい広場の所、これが２区画残っておりましたが、

それが全区画売却済みでございまして、分譲地関係につきましては一応総額 7,278 万 6,468 円とい

う売上げになっております。その他ですね、フシコベツ川だとかブウベツ川の改修工事によりまし

て、道の方に 239 万売払いを行なっております。それで一応 7,517 万 6,794 円という売上げ状況で

ございますが、その他にですね、今現在４件ほど交渉中でございまして、その辺がだいたい 800 万

ぐらいの売却予定となっております。それは一応、隣接している遊休地だとか、あと、貸付地だと

か、そういうようなところでございまして、今、４名の方にあたって、だいたい契約成立するとい

うような格好になっております。これは３月いっぱいまでかかるものですから、その辺はあくまで

も見込みということで抑えております。 

 それともう１件の測量・用地費ですが、350 万につきましてはですね、19 年度分の遊休地の売払

い分の測量費でございます。これは今、７地区に点在している遊休地を売払おうということで 19

年度計画しているものですから、それの一応測量費として見ております。 

○委員長（及川保君） ９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） そうしますと、今まで開発した分譲地はほとんど売却に近いという判断で

よろしいのでございましょうか。 

○委員長（及川保君） 山本経営企画課参事。 

○経営企画課契約財産管理担当参事（山本憲次君） 先ほどご説明したように日の出分譲地だけは

ですね、まだ８区画分譲しておりますが２区画しか売却されていないという状況でございまして、

６区画残っているような状況です。 
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○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

16 番、谷内勉委員。 

○委員（谷内勉君） 119 ページなのですが、先ほど広報げんき編集事業、ほぼ内容については理

解したのですけども。ここの予算でですね、去年が 529 万 1,000 円、そして、今年が 595 万という

ことで 70 万ほどプラスされているわけですね。過渡的なものであるとは思うのですが、この辺の内

容について、もし、何かありましたらお願いします。 

○委員長（及川保君） 岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） 昨年との比較でございますが、広報げんき編集業務は新年度、平

成 19 年度から始めて行なう業務でございまして、それを委託するということで595 万円計上してご

ざいます。これは相手先の人件費等々、通勤費から含めたトータルのお金で計上している部分でご

ざいます。 

○委員長（及川保君） 16 番、谷内勉委員。 

○委員（谷内勉君） 谷内です。そうすると去年までとは、70 万ほど上っているのですけども、こ

れは今年からというようなことで、新たにというような、そういうようなことで判断してよろしい

のですね。18 年と 19 年と比較した場合にですね、明らかにこれだけの数字が多くなっているので

すよ。ですから、それは今言った、過渡的なものかなというふうに判断したのですけども。 

○委員長（及川保君） 暫時、休憩します。 

休 憩  午前 １１時５２分 

                                           

再 開  午前 １１時５３分 

○委員長（及川保君） 休憩前に引き続き、委員会を再開します。 

岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） 失礼いたしました。去年はトータルで広報編集業務という中で印

刷製本費から何から全部含めた部分で金額が予算概要の中で申し上げたと思います。今回がその部

分から変わったという部分では、先ほど他の委員さんからご質問あった編集業務という部分を行政

側が全部やっていた部分を、編集業務を委託するという部分で民間の方に委託するのですけども、

その部分が今回ご説明しました 595 万円という部分です。ですから、単純にイコールで比較になら

なくてですね、昨年度は同じ広報業務の中なのですけども、その中には印刷製本費等が入っていま

すから、トータルするとですね、今年度新たに 595 万は増になります。去年までの広報業務は印刷

製本費からですね、それぞれ消耗品費等々入っていた、先ほど谷内委員がおっしゃる金額でござい

ます。それと、今年については、何度もくどいようで申し訳ないのですけども、新たに発生した編

集業務という部分が新たに出ましたので、その部分での差は確かにトータルではありますけど、や

る項目が新たに増えたということですのでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

 ２番の 125 ページ８目の車両管理費までの質疑はございませんか。それでは、昼食の休憩に入り

たいと思います。 
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休 憩  午前 １１時５５分 

                                           

再 開  午後  ０時５９分 

○委員長（及川保君） 休憩前に引き続き、委員会を再開します。 

 次に進みます。124 ページ９目企画調整費から 133 ページ 17 目諸費まで。何かございましたら、

どうぞ。 

４番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） ページ数がですね、まず、127 ページの移住・定住促進事業なのですが。

今現在、担当されている参事さんが退職されますので、４月以降の体制について、どのような体制

で移住促進事業をして行こうと考えているのか。 

 それと、この間、代表質問でもありましたように、強化していくというお話もいただいておりま

すので、そこら辺も含めてお聞きしたいと思います。 

 それと、協議会を設置するというふうにお話をされていました。それで、もう少しちょっと中身

としてですね、協議会の構成と役割について、どのように期待しているのかということをお聞きし

たいと思います。 

 それと、もう一つ。131 ページなのですが、ここの町民活動推進費、町民まちづくり活動センタ

ーの運営経費なのですが。かなり登録されている団体も 400 を超えてですね、非常に多くの団体が

登録されているのですが、私の認識がちょっと違うのかもしれませんけども、せっかく登録されて

いる団体さんを活用するというところがですね、ちょっとまだ活用までになっていないかなという

ふうに自分では捉えているのですが、その活用について、どのように考えているのかということ。 

 それと、現在のまちづくり活動センターのそういう活動も含めて、今後どのようなところで期待

していると、と言うのですか、今も期待しているのかもしれません。今後もっと、こういうところ

で期待したいというものがあれば教えていただきたいなと思うのですけど。 

○委員長（及川保君） 岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） 大きく２点ございます。１点目、まず、移住・定住の関係でござ

います。まず、現在、参与職が１人ございまして、３月31 日で定年退職ということで４月以降の体

制になると思います。現在も参与一人で移住・定住を全部対応するということは困難でして、同じ

課の中の企画グループと連携しながら移住・定住の対応をしてございます。ですから、４月以降も

ですね、今度は移住・定住のことに関しても企画グループが中心となって事業の促進を図って行き

たいと、こういう考えでございます。 

 それから、体制という部分もございますけども、今まではそういう協力関係というのは同じ課の

中ですから当然やっていますし、また、課全員、グループ制ですので、例えば電話ですとか、それ

から、担当者がいなくても全員が、情報がすぐフォルダ等にありますので、今こういうことになっ

ていますよということで来られた方の対応をしたり、あるいは電話での対応をしたりと。それは、

グループ間を越えてですね、課一丸となって、その辺をやって行っておりますので、今後もそうい

う課が一つとなった体制の中で進めて行きたいと、こういうふうに考えています。 
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 それから、３点目の協議会の具体的な役割はということでございます。現在、例えばですね、も

っと踏み込むと、物件をすぐ購入したいと、建物もほしい、土地もほしいというと行政が関われる

ところはもう、ちょっと限度があるのですね。もうご承知のことと思いますが、宅建の免許を持っ

ていなければならないとか、そういう部分で不動産会社さんが絡んで来なければならないと。そう

いう組織体制をきちんと作りたいと。それで、例えば、それをある特定の業者さんにお願いすると

いうことにもいきませんので、そういう部分の協力できる組織がきちんとできて、そこに登録され

る業者さんが入ればですね、そういうことをきちんと協議会の中で体制ができれば、行政にそうい

う問い合わせ来た時に、「実際の物件ほしいのですよ」と、「実は登記とかお願いしたいのでどこか

紹介してほしい」と言ったら、例えば不動産グループとかができた時にそこに投げかけてやると、

そこできちんと揉んで協議して、「じゃあ、どこどこでやってもらおう」と、こういう組織体制を作

って行きたい。それは、ちょっと一例です。 

 いろいろな移住・定住、昨年１年間を通してきて、おためし暮らしという部分も実践してきまし

たら、結構いろいろなニーズがあるのですよ。例えば、車持って来ていないけど、自転車借りたい

のだとなると、それは貸し自転車屋さんあるのですね。そういう部分でちゃんとお金が落ちるとい

う部分がありますから、そういうところも情報をちゃんと網羅した協議会を作ればですね、よりス

ピーディーに動いて行くのではないかなという部分です。まだまだ、その辺をきちんと今、構築し

ようということで作業を検討しておりますので、そういう形に持って行きたいという部分でござい

ます。 

 それから、２つ目のまちづくり活動センターです。委員さん、おっしゃるとおり 400 を超える活

動団体がございまして、いろいろな部分で活用と言いましょうかね、我々からそういう言葉ではな

くて、連携して作業をして行こうという意識のもとに立ってはいるのですけど。個々にはですね、

それぞれの課がやはりいろいろな情報を持って、登録団体がどこにどういうようものがあるという

冊子がございますので、何か事業をやるところはそこから情報をもらったりする。あるいは、以前

はこういう活動団体が直接行政に補助申請と言うか、補助金の要求があったのですが、こういうセ

ンターができたことによってですね、センター独自に民間の補助制度だとか、そういうのをどんど

ん集積してですね、いろいろな活動をもっと活発にできる、実はこういう補助制度もあるのだよと、

そういう情報を出したりとか、そういう部分で総体的にはいい流れで動いて行っているというふう

に判断しております。 

 それで、今後の期待という部分では、一例を挙げますと、例えば移住・定住なんかはですね、全

く知らない土地に来ます。町の概要とか我々は説明するのですが、実は陶芸をやってみたいだとか、

そば打ちをやってみたいとか、いろいろな趣味を、いろいろなボランティアもやってみたいとか、

そういう問い合わせがあります。その分は活動センターの方の情報をきちんと出してあげる。そう

すると、移住希望する方は安心するのですね。本当にこんなにたくさんの方が活動しているのだと。

そういう部分では非常に有効な部分でして、もっともっとその辺はですね、情報をもっと密にして、

去年も同じようなご質問を受けたところですけども、そういうふうな形で情報を出しながら今後も

活動していきたいなと、このように考えております。 
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○委員長（及川保君） ４番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） １点目は、移住・定住はわかりました。 

 まちづくり活動センターなのですが、ちょっとこっちも一例を挙げますと、まちづくり活動セン

ターに 400 以上の団体があるのですが、ボランティアセンターにはそれの１割ぐらいですか、40 と

か 50 ぐらいの登録団体しかないわけですよ。やっぱり、こういうことではなくて、400 もあるので

すから、そこに登録された方というのは、やっぱり何らかの形で町の中で活動したいという意識の

ある方がそこに登録しますよね。せっかく意識があって、そこに登録しているのに、その方の思い

というものがただ登録しただけで、なかなか自分のところに自分たちがこういうことをしたいとい

うものが回ってこないと言ったらおかしいですけど、仕事としてそういうものが回ってこないとい

う、そういうジレンマと言うのですか、ある団体としてはせっかく登録したのに全然自分たちの活

動の場、活躍の場そういうものがないなと今、そういう団体もいるというふうに聞いています。で

すから、せっかく、そこで登録して、そういう気持ちがある団体がいるのですから、ボランティア

センターなりですね、そういうところと引き継いであげて、そういうところから活動してみたいと

いうそういう分野の仕事があればですね、そこから引き継いであげられるという、そういう体制の

強化というのが必要かなというふうに思うのですよ。 

 僕は逆に活動センターに登録された方がすごくボランティアセンターの登録団体になってもいい

ぐらいボランティアセンターでは今、福祉だけでなくて、まちづくりだとか、いろいろな分野のボ

ランティアさんの育成だとか、ボランティアさんをお願いしたい部分というのもやっておりますし、

そういう部分では全然、区分けと言うのですか、あそこは福祉だけという区分けでは今、全くなく

なっていると思うのです。今のセンターの動きを見ていますと。災害の講習をやったりですね、そ

ういうところまで広くボランティアの普及ということでやっておりますので、広い範囲のボランテ

ィアセンターになっていると思いますので、ぜひ、そこの繋がりをもっとよくしてあげたらいいの

ではないかなというふうに思っているのですが、そこら辺はどういうふうに認識しておりますか。 

○委員長（及川保君） 山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） ボランティアセンターのご質問も出ましたので、関連しながらボ

ランティアセンターの現状等々を、お話ししてですね、確かに連携の部分はしていかなければなら

ないなというふうに思っていますが。ただ、ボランティアセンターの活動というのは、あくまでも

福祉ボランティアと、それから、福祉の災害ボランティア関係にとどまっているという形なのです

ね、実質的な内容は。したがいまして、委員がおっしゃるとおり、広がりをどこまで持っているか

と言うと、社協で持っているボランティアセンターはあくまでも福祉関係のボランティア。その部

分でも災害を一部ですね、福祉災害ボランティア的な分野でやっていると、こういうことでござい

ますのでそちらの方のご理解はよろしくお願いしたいと思います。ただ、先ほど委員がおっしゃっ

たように連携に関しましては当然取っていくものというふうに考えてございます。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） １点だけ。ただ今の移住・定住の問題で。これは今後、体制づくりを充実
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させていくということではよくわかりました。あと、この移住・定住まちづくりの一つの大きな目

玉になる事業として、いろいろ論議されているところですけども。昨年 40 万の予算から、今回 13

万になっているのですよね。金が多ければいいというものではないかもしれないですけども。13 万

のうちでも、９万近くが旅費ということでね。本当に９万あたりで何ができるのかなというような、

そういうふうに思うのですよね。いろいろな情報だとか、調査だとか、売り出しにかけるだとか、

かなりの行動が必要なのだろうなというふうに思うのですが。この金額で、これだけ減らして、そ

れで十分の活動がやって行ける、期待に沿えるのかどうなのかという、その辺りはどんなふうにお

考えなのか。それだけ聞きたいです。 

○委員長（及川保君） 岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） 今年度予算がトータルで13 万 8,000 円でございます。そのうち５

万は負担金ということで継続させていただいています。残りの部分が実際、活動的な費用になって

くるわけでございますが。去年、いろいろな部分で予算をつけていただいて、移住・定住をどうい

うふうな進み方、方針、方向性、そういったものを組み立てるかのノウハウは去年 18 年度で十分、

我々、構築できたかなという部分がございます。今、ほとんどの方はですね、インターネットをご

覧になっての問い合わせが多くございますので、そういう部分を改定していく分が、まず費用かか

らないということが一つございます。それから、いろいろな情報誌もですね、有料と、それから、

お金のかからない情報誌がありますから、お金のかからない方にできるだけ載せる。去年なんかを

いろいろ見てみると、やはり新聞に載ったことが大きかったり、あるいは、テレビ等での放送があ

ったり、こういった部分が非常に全国発信された部分ありますので、そういう部分では非常に効果

があった。それはお金かかりませんので、今年もそういう部分をうまく仕掛けながら組み立てした

いなというふうに思います。 

 さらに出張の折、東京都ではですね、去年、東京・白老会が11 月にあったのですが、その翌日に

東池袋の施設を借りて、そこで移住・定住のＰＲを行ないました。１日限りに開催でしたが、会場

の中にはおよそ 2,000 人を超える方が来られまして、そこに相談に来られた方が現実に１月、２月

に白老の方に来てですね、現地をいろいろ見てですね、検討、今、していただいているとこういう

こともやっていってございますので、少ない費用で最大の効果を上げるように、19 年度はこういう

予算の中で、今、言ったような展開をしていきたいとこのように考えています。 

○委員長（及川保君） 13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） いろいろな方法があるのだなということがよくわかったのですけども。我々

がこう考えても、やはり基本になるのは情報を提供するパンフレットを作ったり、白老を紹介する

いろいろなものを作る、そういうものだけでも相当な金額になるのかなと。ということは、そうい

う材料というものを十分、役場の方ではこれを抑えておいて、今しばらくは間に合うというふうな

ことで、あとは他のものを利用しながら情報を提供しているのだということで確認をしていいのか

どうなのか。その辺り、そういう材料というのは十分にもう持っているものなのでしょうか。 

○委員長（及川保君） 岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） ただ今のご質問のとおりでございまして、パンフレット等の情報



 - 32 - 

提供の資料は 18 年度で作成した分で、まだ19 年度も足りるということですので、新たに増刷は19

年度では考えておりません。 

○委員長（及川保君） 他。 

14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。２点ちょっとお尋ねをいたしたいと思いますけれども。 

１点目は 125 ページの企画調整費の関係でちょっとお尋ねをしたいのですけど。１つは、まだ新

しい年度にはなっていないのですけれどもね、道や国に対して新規で何か要求するようなことが中

身としてあるかどうかということが１つ。それから、道道白老大滝線の関係での通年通行について

はどんなふうになっているかと。それから、もう一つは白老川の治水対策なのですけれども、これ

も日高の関係でさっぱり、ダムが中止になった後は計画にも上らないと。日高との関係がございま

すし、道が今、厳しいということもあるからね、そうなるのでしょうけれども。ここら辺、少しは

話があるのかどうか。また、町として要求されていくような考え方があるかどうか。それが１つで

す。 

 もう１つは、考え方でちょっとお尋ねしたいのですけども。今の移住・定住の関係なのですけど

ね。要するに今は都市圏中心にした、わりと団塊の世代と言いましょうか、リタイヤした方々をタ

ーゲットにしているように私には映るのですけれども、結果として温泉団地が非常にたくさん出来

て、そこが代がかわって空き家になっていくという状況の中で、今、そういう手立てを取っている

のですよね。そうすると、若い人がやっぱり移住・定住で来るというようなことが目玉として持た

ないと、それはいくらたってもぐるぐる、ぐるぐる回って、その方たちがまた 10 年なら 10 年経っ

たら、片一方欠けたら、またいってしまって同じことになってしまうのではないかと。それが駄目

だというのではなくて、それはそれでいいのですけど、それをやりながら若年者を移住・定住で獲

得するような手立てを基本的には考えなくてはいけないのではないかと思うのだけど。まず、その

点、基本的にどんなふうに考えているか、お尋ねをしたいと思います。 

○委員長（及川保君） 岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） ４点ご質問ございました。まず、１点目の国、道の新規要望とい

う部分でございます。新たにですね、この部分を要求しようという部分は１点、バイオマスエネル

ギーの関係、これが今後、国、道への予算要求に繋がってくるものがありますので、これについて

は新規という形で上げています。あと、継続では、大変重要課題でありますけども、国道の４車線

化ですとか、道道苫小牧登別線ですね、これの昇格、こういう部分は引き続き、まだ事業化にはな

っていませんけども、これは積極的に行なっていきたいと思います。 

 それから、２点目の道道白老大滝線の通年通行の見通しでございますが、現在、通行止め期間を

どんどん短縮していっていただいています。以前ですと、10 月の下旬になると通行止めですが、昨

年あたりは 12 月 28 日まで通行できたという部分がございます。現在、冬季間の通行の危険度の調

査なのですね。スタッドレス化になっている部分もあって、大滝側から白老に来る時の下り車線が

どうしても、かなり危険があるということで除雪したことの路面の状況がどうかの調査をしていま

す。その辺の結果が安全というふうなことが確認されれば、通行できるのではないかなというふう
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に考えてございますが、なお一層、早期に通年通行になるように、これも引き続き強く要求してい

きたいということです。 

 それから、３点目の白老川の整備でございますが、今、委員もおっしゃったとおり、一番早くは

ですね、やろうとした時に有珠山が噴火して、なかなか北海道の予算がちょっと回らなかった。次

にやろうとした時に日高方面の災害があったということで、これについても非常に強くお願いして

います。北海道も十分この辺認識しておられまして、今の白老川の堆積した、中洲なんかに結構、

土砂が溜まるのですが、昨年、一昨年と土砂の浚渫を行なってもらったりとか、そういう作業はし

ていっていただいています。まだ、北海道も確定ではないのですが、できるだけ早く、まず、整備

計画というものを作ります。これについては、道だけが独自にやるのではなくて、地元の町民の方

も参加した整備計画を作ると。一度、テーブルに乗ったのですけど、先ほどの事情で今、中段して

いますので、それを再開してもらうということで北海道もその部分は認識しておりますので、でき

るだけ早く対応したいとこういう返答をいただいています。 

 それから、最後４点目、移住・定住の関係であります。現実に２月には若い方、40 代の方が移住

されて来られました。仕事をやめて、こちらに来たものですからワークステーションを紹介しなが

ら地元の、今、働く場所を探しているところなのですけども。当然、若い人たちもターゲットにし

ながら情報提供しているのですけども、その辺はまた、いろいろな産業の活性化等の施策は必要だ

ということは認識して、白老町が今こういうことを取り組んでいますということも併せてＰＲはし

ているのですけども、一方で高齢者の方々、今、委員がいろいろ懸念されている部分ですが、これ

は一昨年だったと思うのですが、首都圏を中心にアンケート調査した時にですね、60 過ぎて退職さ

れた方はやはり北海道か沖縄に住みたいという方が圧倒的なのですね。北海道で定年後、元気なう

ちはアウトドアを楽しみたい。つまり、10 年ぐらいは北海道に住んで、ちょっと体調が悪くなった

と言うか、足腰立たなくなると住み慣れたところにまた戻ると、こういうアンケート結果が出てい

ます。私ども、大変お金がいろいろかかる、経済波及効果なのですけども、そういう部分は十分こ

こでそういう効果を出していただいて、そういうアンケート結果ですので、その辺のことも視点に

入れながらですね、この政策は進めて行きたいとこのように考えております。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 前半の部分はわかりました。 

 今の件なのですけどね、なぜ、僕、こういうことを言ったかというと、今の話はそのとおりだと

思います。雑誌なんかもロングステイと言ってね、一定期間だけどこかで長い間過ごそうというの

が、今は通常そういうふうになっていますから。お金のある方かもしれませんけれども。そういう

ことでは、そこはわかるのだけど。ただ、私は政策的に考えた時にそういう部分は結構だし、やる

べきだと思うのだけれども。例えば、この間も新聞に出ていましたけど、北斗市がありますけどね、

あそこは中学校までの子どもの医療費全部タダなのだよ。入院から全部。それがね、函館からの呼

び込みにものすごくなって。あそこは人口増えていっているのですね。もちろん、ベッドタウンと

いうこともあるのだけれども。医療費が安くなることによって人が入ってくる。医療費、子ども達

ですから、その子どものいる親が来るわけですから、当然若い人しか来ないわけですよ。ですから、
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そういう施策。例えば、今、統廃合のことをやっていますけれども、そういうものをそういうとこ

ろへつぎ込む、そういう施策。それはね、やっぱり今までの視点とちょっと変えて、そういうとこ

ろにお金を使って、人を呼び込むというようなことなんかが考えられないか。例えば、子どもとい

うのはね、高齢者が悪いというのではなくて、高齢者の方と違って病院に行く回数というのは極め

て少ないのですよ。そこまでただにしても。中学生でずっと病院に入っているなんてというのはあ

まりいませんからね。ですから、そういうことで言えば、それはもう白老に住まなかったら医療費

ただにならないわけだから。やっぱり登別や室蘭から呼び込むというふうになると思うのだけど。

そういうことは考えられませんか。今、結論出せとは言わないけど。 

○委員長（及川保君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） 移住・定住の関係はですね、ちょっと今、課長の方から話がありました

けども、やはり基本的に、そういう若年の方が来られるということは雇用の場が無ければという、

そういうことだと思うのです。正直言ってですね。今の医療費の、中学生まで無料の話が出ました

が、これは視点としてはですね、地域からと言うか、近隣から呼び込むと。移住・定住というより

も、そういうことだと思うのです。お話しとしては十分わかります。ただ、結論から申し上げます

と、今の財政状況ではですね、なかなか現実の問題としては厳しいなとこのように捉えています。

ただ、そういうことも施策の一つとしては十分理解できますので、まずは今の財政運営をきちんと

立て直すと。やはり、そういうことも施策としてきちんと打てるような財政運営がまずは必要だと

いうふうに思います。そんなことで一つのご提言として受け止めてですね、まずは財政運営に全力

を尽くして行きたいと考えています。以上です。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。深追いしません。深追いではなくてね。例えば、そうい

うことはどれくらいかかるのかとかね、調べてみる価値はあると思うのですよ。財政運営はあるの

ですけどね。例えば統廃合によって、もちろん財政的に統廃合するのではないということは十分承

知しています。しかし、それはどこかの効果もあるわけですから、そういうことで言えば、どれだ

けかかるかということぐらいはね、お金かからなかったら調べる価値があるのではないかと。小学

校ただにしたらいくら、中学校もただにしたらいくらと。それぐらいのことは、ちょっとやられる

考えはないですか。 

○委員長（及川保君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） そういう部分ではですね、今の１つの手法だというふうに思います。ト

ータルの中でですね。それだけではないというふうに思いますので、当然のことながら政策として

ですね、まずは呼び込むということもありますけれども、地域の方々にどういったサービスをでき

るかということも、また別の視点では必要なことだというふうに思いますので、その辺は十分検証

して参りたいとこのように思います。 

○委員長（及川保君） ８番、近藤守委員。 

○委員（近藤守君） ８番、近藤です。135 ページ２番の納税奨励経費についてお尋ねします。 

［「まだ行っていない」と呼ぶ者あり］ 
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○委員（近藤守君） まだ、行っていないですか。申し訳ない。 

○委員長（及川保君） 133 ページまでです。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。131 ページ、街路灯の件でお伺いいたしますが。

町内会街路灯計画と、それから、町営街路灯計画の今年度の計画概要をお知らせいただきたいと思

います。 

 それから、この街路灯計画につきまして、長期的に町がどのような計画で改修を図るのか。この

計画の考え方について、お聞かせ願いたいと思います。 

 それから、133 ページの町税過誤納還付金対策でございますが、この 200 万の計画の概要につい

てお知らせいただきたいと思います。以上。 

○委員長（及川保君） 須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝貢君） 街路灯でございますけども、現在、街路灯につきましては 1,747 灯

設置されてございます。これにつきましては、町内会が設置するものでございまして、19 年度にお

きましては 13 町内会、17 灯の希望が出てございます。これは補助要綱に基づいて補助していくも

のでございまして、防犯灯の場合は年に10 灯というふうに計画してございますけど、街路灯につき

ましては町内会が希望してきたものについて予算の範囲で補助していくということでございます。 

○委員長（及川保君） 辻税務課長。 

○税務課長（辻昌秀君） 税等過誤納還付金の関係ですけれども。還付金につきましては、課税後

に何らかの事情で還付しなければならないというものなのですけど、実際、主なものといたしまし

てはですね、町民税の法人税割はですね、決算に基づいての申告による納付とですね、これは１年

に１回ですね、決算後２、３ヶ月後にですね、その後、半年後に予定納税と言いまして、決算に基

づく納税額の２分の１をあらかじめ納税していただくと。その結果、その後の決算で修正等が必要

になった部分については、業績と、あるいは当初の見込みよりですね、前年度より落ちた場合は還

付するというのが、かなり実際は多いような部分になってございます。あと、その他の内容といた

しましては、例えば固定資産税で家屋の滅失が後からわかったと、本人等の申し出によりですね。

そういう部分で還付すると。そういうふうなものが主なものになってございます。 

○委員長（及川保君） ９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） １答目の街路灯の件でございますが、町の街路灯計画で、長期的に町自体

で独自に計画的に改修する考えがあるかどうかについて回答もらっていないと思いますが、その点

について。 

○委員長（及川保君） 煤孫助役。 

○助役（煤孫正美君） 私の方からお答えしたいと思います。街路灯も防犯灯も両方なのですけど

も、これから長期的なことを考えればですね、やはり限られた財政の中で効果を、住民の安全を確

保するということになると、今までずっと設置したものも相当古くなってきております。どちらか

と言うと、今の流れとしてはやはり新設というのが主流になってきておりますけども、やはりこれ

は長期的にですね、もう少し、今までやってきたものが古くなったり、照度の低いもの、そちらの
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方に少しずつシフトしていって安全対策に努めるというのがこれからの流れでないかなというふう

に考えておりますので、長期的にはそういう考え方で進めて行き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。 

18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 18 番、加藤ですが。131 ページ（３）町内会集会施設設置補助事業。ここ

では一定の４分の３の補助を出すと。限度額は 800 万くらいだったですかね、そのくらいまでにし

て町内会に補助するのだと。私がここで聞きたいのは、こういう施設が町内会で建てられる、その

後ですね、それを登記する場合に町内会の法人化というのが法律化しているわけなのですが、そう

いう建物を登記するためには個人の名前で登記する以外は法人化しなければ登記できないわけです

ね。それで、各地区に町内会があって、そういう施設を持った場合は法人化すると。しなければな

らないではなくて、当然そうなるのですが。聞きたいのは、法人化が進んでいるか。法人化の数で

すね、そのために。町内会を法人化するというのが事実行なわれていると思うのですが、現在の町

内会の法人化の数がどの程度になっているか伺いたいと思うのですが。 

○委員長（及川保君） 答弁保留いたしますので、のちに答弁いたします。 

 他、ございませんか。 

８番、近藤守委員。 

○委員（近藤守君） ８番、近藤です。133 ページの一番上。自衛官募集事務経費でございます。

これは、私がこの議会に入った時、８年前なのですけども、その時は確か15 万円を計上しておりま

した。そして、年々減って、ここまで来てしまったのですけども。つい４、５日前もですね、白老

町から６名の自衛官が入隊激励会をやって盛大に送ったわけですけども。町長が頑張って、いろい

ろ防衛庁の方に出向いて、いろいろな形で予算を獲得してきております。やはり、そういうことか

らしてもね、町としても自衛隊に、防衛庁に誠意を見せるのはこれしかないと思うのですよ。これ

はやはり、あまりにも少ないのではないかと。もっと増やしてね、たくさん取ってくると。そのぐ

らいのことが必要ではないかと思うので、その辺のことをちょっとお聞きしたいです。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 十分、自衛隊協力会の方の趣旨なり目的なり、そこら辺は十分承知の

上でのご質問だと思います。全体的な補助団体の補助経費の見直しと言いますかね、そういう中で、

言葉はちょっと悪いですけど、一律な部分がございましてですね、ある程度削減の方向できておる

のも事実です。全体としては、自衛隊協力会、27 万という全体予算の中でですね、自主財源、いわ

ゆる民間のと言いますか、会員の方の会費と、それから、町の方の補助金ということでなっており

ます。総会等出た中でも町長も言っていますけども、非常に厳しい中ではなかなか町の補助金は増

えていかないし、そういう中ではですね、町民が会員になっていただいて会費を増やしていくとい

う方法も自助努力としてやっていただきたいというようなことを言ってございますので。ご指摘の

とおりですね、非常に厳しく、年々、毎年下がってきているのも事実でございますけども、全体予

算をそういう形の中で工面していただくと言いますかね、そういうことでやっていただきたいとい

うふうに思っております。以上です。 
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○委員長（及川保君） それでは、先ほどの加藤委員の質問にお答えいたします。 

須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝貢君） 地縁団体ということになりますけども、これは現在７団体ございま

して、さらに今、計画しているところがもう１団体あるということでございます。地は土地の地に

縁故の縁。 

○委員長（及川保君） よろしいですか。須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝貢君） 町内会等が法人格を得るためにはですね、地縁団体ということで町

の認可ということになってございますけども、町に申請して町が認可するということでございまし

て。法根拠としては地方自治法 260 条によって定められているわけでございますけども、この法律

が入ったのはちょっとど忘れしましたけども。10 数年経つと思うのですけども、新しい制度として

町内会が、今で言うＮＰＯなんかと同じように簡易に法人格が取れるという、こういう制度になり

まして地方自治法での地縁団体ということで制度がなって、この団体が今７団体あるということで

ございまして、それによって財産の登記ができるということになってございます。 

○委員長（及川保君） 18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 18 番、加藤ですが。法人化と地縁団体と同じなのですね。それで行けば。

ちょっとわからないのだけれども、町内会が一つの財産、建物、町の補助をいただいてやった場合

に、それを登記するのに町内会長とか副会長が登記していたのでは、その人がいなくなった場合、

今度、相続だとか何かという問題があるがために、町内会に法人格を与えて、そこで登記させると。

そうすると町内会長さんが変わろうと何しようと財産は町内会のものですよというので法人化した

という経過があるのは、私、知っているのだけど。それを法人化と言っているのだけど。地縁団体

と法人化というのはどういう意味なのか、私ちょっとわからないのだけど。 

 それで、全てね、毎年のように町で一生懸命応援して、いろいろな建物とか何かを建てなさいと、

会館を持ちなさいとか、持ちなさいとは言っていないかもしれないけれども、期待に沿うように努

力している。毎年やっていますね。そうすると、町内会の財産、町内会でいろいろ寄付のお願いや

何かして、それにオンして、補助だけでは金足りませんから、みんなで集めて、例えば 1,500 万の

ものを作るとか、1,800 万のものを作るとかってやっているわけなのだけれども、それに対してや

っぱり登記をしなければならないわけですよね。だから、この地縁団体にするのも法人化するのも

理屈は同じだと思うのですよ。いろいろ住民票だとか何か、町内会の人たちの手続きが必要なのだ

けれども。それと同じことをするのですか、この地縁団体も。そういう意味なのですか。その辺り、

もう少し。 

○委員長（及川保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） この地縁団体の登記というのは大変なのでですね、全町内会の会員の方か

ら同意書をもらうのですね。それを付けて登記するわけなのです。ただし、代表は町内会長さんで

すが、町内会長さんが降りたり、亡くなった場合は、また変更の登記をすると。そういうことでで

すね、少なくとも団体の登記になりますから、たまたま代表が町内会長さんということでございま

すので、お亡くなりになったり、そういう時は関係なく登記ができるということなのですね。町内
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会長さんの名前を変えるだけでできるということです。ですから、相続とかそういう関係は一切出

てこなくなるということです。 

○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。それはわかるのですよ。ただね、法人化をするという

ことは、地縁団体と今、町長お話していたけれども、財産としては法人のものだから町内会長さん

が変わろうと何しようとそんな手続きは一切いらないのです、法人化の場合は。構わないのです。

財産としては法人のものですからね。だけど、地縁団体の場合は町内会長さんが変わる度に手続き

をするというのは、だいぶ違う。法人化するとね、そういう手続きいらないのですよ。だから、地

縁団体にするのも、法人化するのも手続きは非常に面倒なのですよ。面倒なのだけど、同じ面倒で

あるのなら、きちんとした法人化の方がいいと思うのだけど、いつの間に地縁団体というあれにな

ったの。国で法制化したのは法人化ということだったのだけども。その辺り。 

○委員長（及川保君） 須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝貢君） この地縁団体という法人なのですね、法人格を与えるということな

のです。今、加藤委員さんが先ほどらいから言われているように、元々は町内会長さんの名前で登

記したり何かしていたのですね。そういう個人のものということの問題がクローズアップされて、

簡単に法人格を与えて、そして、資産を登記してもらうとこういうことなのですね。ですから、先

ほどちょっと触れましたけども、ＮＰＯ法人だとか、ああいう法人と同じ考え方の法人格なのです。

これが地方自治法の中で法人として与えますよというふうに変わったわけなのです。それで、先ほ

どらいから言っている７団体が法人格を取って。ですから、代表が変われば、代表の変更は当然、

町の方にしてもらって、変更になりましたよというふうにするということであって、法人格の取り

方としては非常に簡単な法人格ということです。全く他の法人と変わらないという。 

○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。僕は一番最初の法人化した時のことしか知らなかった

の。いつの間にか地方自治体に権限が移ったわけですね、認可するのは。認可するのは今度、町長

が認めれば法人化になるということですね。いつから変わったの、そういうふうに。最初からは町

長、権限持っていなかったよ。途中から権限移譲か何かになって首長になったのではないのかな。

それはいいから、後で調べて、もし、わかったら教えてください。すみません。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。ございませんね。 

 それでは、次、進みます。132 ページ２項徴税費１目賦課徴収費から 147 ページ６項１目監査委

員費まで。ご質疑のある方はどうぞ。 

８番、近藤守委員。 

○委員（近藤守君） ８番、近藤です。135 ページの一番上。納税奨励経費について、お尋ねしま

す。昨年に比べますと、だいたい40 万ぐらい減っております。 

 それとですね、納税貯蓄組合があるわけですけども、この組合の存続が見直されております。そ

の２点と。 

 また、町内会１世帯あたり、会員、年間200 円の助成金が出ておりますけども、これは 19 年度に
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載っておりますから当然もらえると思うのですけども、これも継続してもらえるのかどうか。この

３点についてお伺いします。 

○委員長（及川保君） 辻税務課長。 

○税務課長（辻昌秀君） まず、補助金全体ではですね、243 万 4,000 円というのは前年度より 36

万 8,000 円減額になっておりますけど、納税貯蓄組合連合会の方は約 25％減の 14 万 6,000 円減。

あと、町内会納税啓発補助金はちょうど 10％減の 22 万 2,000 円の減ということで予算組みしてご

ざいます。この中で納税貯蓄組合の連合会、あるいは納税貯蓄組合の見直しの部分ですけども、一

応、かねてから行革とも課題ということでは抑えてございまして、平成19 年度の予算編成の中で最

終的な予算要求をする段階で納税貯蓄組合の連合会の役員と町長もお会いしてですね、この納税貯

蓄組合、あるいは連合会のあり方についてですね、いろいろ意見交換をして、基本的には個々の税

の集金業務についてはほとんど実施されていないということで、また、口座振替がかなり浸透して

いるということで、その役割についてはほぼ使命を達成しただろうと、そういうふうな意見交換を

してございます。そうした中で昨年末ですね、行政改革推進委員会の方から外部評価の中で、先ほ

どご説明した内容の、まさにその答申を町民の方からもいただいております。委員会の方からです

ね。それで年明け後、納税貯蓄組合連合会の役員会もございまして、これについては平成 19 年度中

にですね、連合会ならびに個々の組合のあり方について最終的な方針を出して行こうということで。

まずは、19 年度については連合会の総会を開催して、その中で見直し等について議論して行こうと

いうことになってございます。 

 それとあと、町内会の納税啓発の補助金につきましては、ちょうど10％減ということで、これに

ついては財政状況が厳しい中での全体的な補助金見直しの10％の削減という率の中でですね、この

納税啓発の部分は組んでございますけれども、今後のこの補助金につきましては単に納税啓発の補

助金という名目で各町内会にいろいろな形で納税啓発の活動をしていただこうという趣旨での仕組

みにはなってございますけども、実質的には町内会の活動資金の一部という部分がございますので、

単に町内会に交付されている補助金も含めてですね、これについては今後、そのあり方について検

討されていくのかなとそういうふうにちょっと捉えてございます。 

○委員長（及川保君） ８番、近藤守委員。 

○委員（近藤守君） ８番、近藤です。わかりました。最後のですね、町内会のもらっている納税

奨励金なのですけども、これは今、会員だけに来ているのですよね。これをやっぱり町内会全体で

活動費として使っておるものですから、できれば全町同じ戸数でもらえないかということをちょっ

とお伺いしたいです。 

○委員長（及川保君） 辻税務課長。 

○税務課長（辻昌秀君） これにつきましてはですね、積算内訳としては１町内会あたり 4,500 円、

一人あたり 270 円の 5,600 人というものにつきましてはですね、過去と言うか、納税貯蓄組合の会

員として登録されている方の部分ということでございます。この積算方法も含めてですね、実質的

には町内会の活動資金の一部ということでございますので、今後は補助金全体のあり方の中で検討

して参りたいと思います。 
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○委員長（及川保君） 他。 

12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 12 番、吉田です。139 ページの選挙経費について伺います。今年は知事・

道議選、それから、参議院選と、それから地方統一外選挙ということで３回の選挙があります。そ

の中で選挙事務従事職員経費ということで人数的なものはだいたいここに載っているのですが、だ

いたい３回とも同じ時間かかるということだと思うのですが。この中で、日曜日ということもある

ので、きっと何％か上積みになった時間単位の計算だと思うのですが、時間はだいたいどれぐらい

開票にかかっているのか。その点ちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 開票はですね、選挙によって投票率が若干違いますので、開票する票

も違うということでは、それはちょっと微々たる話ですけども。９時半から開票をやりまして、３

時間から４時間。３時間ぐらいですね。だいたい、そのぐらいでは開票終わるというふうに踏んで

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） 12 番、吉田です。今、選挙開票のスピードアップということで、各自治体

で結果を早く公表するということで、また、そういった経費の節減ということにも繋がるというこ

とで、かなりいろいろな工夫をされて早いところでは、人口にもよるのでちょっとあれなのですが、

30 分ぐらいで終わらせているところもあるということがあるのですが、この活動と言うか、工夫は

全国的に広がって、今回の選挙では 400 自治体ぐらいがそのことに取り組むだろうということが一

つあったのですが、そういった面では白老町は早い方だというふうに伺っているのですが、そうい

った開票に対する取り組みの工夫ということは何か検討されているかどうか伺いたいと思います。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 吉田委員さんが言われたのはスピードアップの早稲田大学のどうのこ

うのというやつですね。具体的には私も中身まではちょっと、研究会がやっている部分は書類で見

たのは、椅子を使わない、立って開票作業をするだとか、一人が一役でなくて何役もやるだとかと

いうような表だけの理解しかしていませんけども、それで、30 分で開票が済んだとかという書類は

見ました。ただ、どこからどこまでを指して30 分と言っているのかは理解できないのです。という

のは、自分たちで作業をやってですね、30 分で全部開票結果まで発表できるなんて、それは無理だ

なというふうには抑えています。それで、先ほど言いましたけども、開票を開被台でやるのはもう

当然、椅子は使っていませんのでやります。それから、開被の担当者ということで３名ほど専任に

当てていますけども、他の者は点検係だとか、集計係だという者が当然、票回ってきませんので、

その部分は全部当ててやっています。だから、一人一役でなくて、二役、三役やっておりますので

ね、そういう面では最小人員でやるというような心がけは当然しています。 

 それから、昨今では機械化と言いますかね、そういうことでスピードアップで。前はビルコンと

言いまして票数計算の機械を入れていましたけど、２、３回前から票の読み取り機を入れていまし

て、かなりスピードアップされてきているという中では当然、職員としては６時に集合して７時か
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ら投票事務入って継続してやりますのでね、20 時間近いも仕事に従事していると言いますかね、そ

ういうことなものですから健康面も考えてですね、極力、投票と開票の人を替えたり、そのような

ことで負荷のかからないような方法はしていますけども。具体的な話はできませんけども、これか

らも開票時間のスピードアップを図るということではいろいろな手立てはして行きたいなというふ

うに、具体的にはちょっと今。実際、自分たちは開票スピードアップするためにやっているとは思

っていますのでね、まだ他の方法があれば、また、そういうのを取り入れて行きたいというふうに

思います。 

○委員長（及川保君） 12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 12 番、吉田です。本当に日曜日ですのでね、次の日がまた通常どおりの勤

務ということですので、やっぱり職員にかかる負担もあると思いますし、それをやることで時間短

縮するということで、１時間短縮すると66 億円の金額が縮減されるということで、それがどういう

ふうにやっているのか私もただちょっと読んだだけですのでわかりませんけれども、やっぱり研究

する価値はあるのではないかなというふうに思います。 

 それともう１点は、なかなか疑問票というのがあるという。その疑問票に対しての時間も結構か

かるということで、これは弁護士等の専門家にお願いするということも工夫の一つとして、早く終

わらせるための一つの工夫としてやっているということなのですが、私も弁護士がいいかどうかと

いうのは、それはわかりません。それは、周りにいる人がそれは認めないということになれば、か

なりもめる事ですのでね。弁護士がこうだからと言ったからって、みんなが納得するとは思いませ

んけれども、そういう資格がある専門家がやるということでの意味でそういう効果があるというこ

となのかどうかわかりませんけれども、そういった部分での取り組みということも研究課題として

は今後、持って行くべきでしょうし、そういうことの一つの効果として物事に対する意識改革を図

るという利点もあるということも書いてありました。そういうことも含めてね、今後、研究する必

要がと言うか、価値があるのではないかなというふうに思うのですけれども。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 今、言われた部分の、いわゆる疑問票の審判、今、うちで言う審査係

というものなのですが、弁護士を入れたりというのは私も読みました。ただ、実務をやっている者

としてはですね、疑問票を点検するのが、弁護士がはたしていいのか、どうなのかというのは私も

はたしてどうなのかなというのは首をひねります。実務として疑問票の点検をする審査係に配属し

ている職員はですね、選挙管理委員会の書記を経験した者を極力当てて、いわゆる判例をある程度

承知している者が当たるように配置しまして、いわゆる疑問票と回ってきた票を過去の実例、判例

からしてどう判断するかというようなことで判断はしています。実際にこのぐらいの規模の、いわ

ゆる一番心配なのは町長・町議員選です。心配なのはと言ったらおかしいですけどね。知事・道議

とかですね、参議・衆議、こうなりますとね、１票でどうのこうのということではないですから、

やはり一番シビアな町長・町議選、そういう中でははたして書き方、いわゆる疑問票に回ってくる

票がですね、いわゆる第三者が、弁護士がという方がどう判断するか、それから、今やっている職

員がどう判断するかの違いがどこに出てくるのかなというふうには思います。そういう中ではやは
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り各候補者から推薦される立会人と十分審査判断してですね、疑問票を有効・無効に分けて、実際

は今いますけどもね。そういう中では今のやっている部分が、まず、今の時点ではいいのかなと思

っていますし、審査係に担当する者としては十分そこら辺を事前に勉強会も行なってやっています

のでね、そこら辺では判断して行きたいなというふうに思っています。 

○委員長（及川保君） 13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 話を戻して申し訳ないのですけども、納税組合の問題について。私、毎年

何回も聞いているのだけど、まだ理解がきちんとできないでいるのですよね。私も具体的に連合会

というのがどんな活動を持って、どんな実績を残しているのかということを聞きたかったのだけど

も。その中では役割は終えたと。今は、実態はあったとしても活動ができていないということでし

ょ。それは前から言われているのですよね。実際にこのお金は今までの長い経過があるから一概に

は言えないまでもね、町内会活動費はほしいのだから、今でもみんな精一杯出しているのだけど、

まだ足りないから何とかしてほしいと。ここをやめて、そちらに回してくれという話が出たのは私

の記憶でも、もう５年も前の話なのですよね。それから、実態は無かったはずなのですよ。それが

何で今まで、ここまで引き伸ばされてきているのかということがわからないのですよ。だから、何

かそこに引っ掛かりがあるのか。何か解決しなければならない問題があって、それがね、これは自

動支払にほとんどがなったから、もうこれをやめて、じゃあ町内会に啓発の事業として、いくらか

ずつ補助しましょうと、こういうふうに簡単に切り替えることができるのではないかと思っている

のですけども、何でそれができないのか、その訳があったら教えてほしいのです。 

○委員長（及川保君） 辻税務課長。 

○税務課長（辻昌秀君） 納税貯蓄組合の関係ですけれども、実際、納税貯蓄組合連合会が何もし

ていないということではなくて、実際に集めている組合も実はございます。そういう組合もあるし、

また、連合会自体の活動として税の作品募集、作文とかですね、納税啓発の部分の活動もしていた

だいております。ただ、当初の目的でおります納税の部分の各単位組合ごとの部分については口座

振替が浸透し、ほぼ、その使命を終えてきていると。そういう部分についてはですね、斎藤委員お

っしゃるように以前からそういう傾向はございました。そういう部分の中で実は行政改革の課題と

いうことでこれまでも、委員おっしゃるように指摘されてきたと。なぜかという部分についてはで

すね、基本的には納税貯蓄組合連合会、町から補助金出ていますけども民間の団体であると、そし

て、実際、各単位町内会ごとにある程度納税貯蓄組合があり、その中で役員会、総会が開かれて、

やはり先ほど言ったような活動、計画をすべきと。実際、昨年の総会の中ではまだ役割はあるとい

う議論もございます。そういう部分では町の方から一方的に切るということではなくてですね、先

ほどもお話しましたけれども、町長ともお話をしていただき、また、役員会の中でも、私も出向い

てですね、行革の委員会から出てきた趣旨等も含めてご説明し、今年になりましたらですね、基本

的に斎藤委員おっしゃるような認識で役員会の中もある程度意思統一され、19 年度についてはそう

いう方向の中でですね、また総会等の議決事項ですから最終的に議論をいただいて、そういう方向

になろうというふうには受け止めてございます。 

○委員長（及川保君） ４番、鈴木宏征委員。 
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○委員（鈴木宏征君） 143 ページの町長及び町議会の選挙経費なのですが、一般財源で 1,023 万

8,000 円なのですが、これは交付税措置とかそういうものはあるのかどうかということをまずお伺

いしたいと思います。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） ご質問の町長・町議ということに限ってのお話ですので、その部分だ

けお答えしますと、町長・町議は単独、各自治体の選挙ですから、これについては特に交付税措置

はされておりません。 

○委員長（及川保君） ４番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） 国でもですね、統一地方選挙ですか、それを同じ日にという考え方がある

ということもちらっとは聞いているのですが。やはり、今回みたくですね、年に３回も選挙をする

ということになりますと、町民の方の負担もすごく大きいですよね。ましてや、町議が単独でやる

場合は単費で１千何百万もかかると。４年に１度とは言え、ずっと続いていくことですから。ただ、

国の方で統一するということに決まれば、何らかのルールでそういう形になるのでしょうけども、

その間というのはやっぱり３回町民に負担をかけてですね、町のお金も１千万ぐらい単費で使って

しまうような形なのですよ。それでちょっと参考に聞きたいのですが、もしですね、町長・町議を、

今回、道議も知事もやりますよね、同じ４月の統一地方選挙ということで、白老の場合ですよ、こ

れ、やるとしたらですね、今の法律の中で何らかの方法と言うのですか。一緒にやるための方法と

いうのがあるのかどうかということ。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） そのものずばり答えますと、法律上はないです。ということは、国の

方はですね、いわゆる統一地方選挙ということで４月８日に都道府県知事・道議やりますよ。札幌

市も、制令市もそうですね。それから、22 日に市町村長やりますよというのは特例法の中で投票日

を決めてやるのです。特例法で決めるというのはある程度の期間、今、抑えていませんけど、ある

程度の期間のものは集約してやりましょうよということになっていますけど、その期間をずれたも

のは単独でしかありません。ということで言えば、町長・町議ですから法律上の任期４年というこ

となものですからね、これはもう法律が云々というよりも任期４年を経過した後でなければ、改正

の選挙はできないということでご理解していただきたいと思います。 

○委員長（及川保君） 他。 

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。139 ページの旅券の発給業務について、お尋ね

いたします。４月１日から町の窓口で旅券が発給できるという制度になったのでございますが、非

常に利便性から考えて喜ばしいことだと思います。これに関連しまして、取扱い件数はだいたい予

測、何件ぐらいしているのか。それから、委託料についてのメリットについてはどうなのかという

件でございます。それから、事務取扱の窓口の所管はどうなるのか。それから、支所での取扱いを

どうされるのか。以上です。お願いいたします。 

○委員長（及川保君） 五十嵐町民課長。 
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○町民課長（五十嵐則夫君） 旅券の関係、いわゆるパスポートの関係ですけども。７月１日から

の実施でございます。ちょっと今、申し訳ありません、私ちょっと聞き違えたのかもしれませんけ

ど４月１日と聞こえたものですから、７月１日です。 

 それと、件数ですけども、今まで胆振支庁で扱っている白老町の関係からするとですね、おおむ

ね 300 前後。過去の実績からすると300 件前後あるようでございます。 

 それと、支所で取扱えられるのかというお話ですけども、基本的には、いわゆる萩野出張所です

とか、虎杖浜出張所では取り扱いはできません。戸籍の窓口の方で取扱うと言うか、そういう事務

を処理するということになります。 

 それともう一つは、委託料というお話もちょっとありましたけども。１件あたり 1,350 円という

単価が現在決まってございます。それで取扱件数によって収入が入るという状況になりますけども、

単純に 300 件だとおおむね30 万ちょっとはあるのかなというふうに考えております。以上です。 

○委員長（及川保君） ９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） ９番、吉田でございます。年間 300 件程度であれば、人事的にも現状のま

までやられるということでございますね。 

 それから、受付だけでも支所ではできないということでございましょうか。 

○委員長（及川保君） 五十嵐町民課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君） 白老町がですね、いわゆる、この事務委任を受けますと、基本的に

は白老町民は全て白老町の戸籍のところで受付すると。ただ、特例としてですね、通常、申請を受

けて発給するのに２週間以上かかるのですけども、緊急やむを得ずですね、例えば１週間だとか、

３日でほしいとかということになるとですね、その場合は道の方のいわゆるパスポートセンターで

すね、あちらの方へ行っていただくと対応可能だと思いますけども、先ほど言ったように基本的に

は白老町民であれば、白老町の窓口、いわゆる戸籍が基本的にはなりますということでございます。

出張所とかなんかはですね、書類を一度うちの方へ持ってこなければなりません、いわゆる戸籍の

窓口の方へ。申請の時に、例えば写真なんかもかなりの、いわゆる、きちんとした写真でなければ

ならないとか、ちょっと難しいところもあるものですから、萩野出張所とかそういうところでは扱

えないというふうに。基本的にはうちの窓口ということで考えています。以上です。 

○委員長（及川保君） ９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 法的に駄目なのでしょうか。それとも、事務取扱的に支所では駄目だとい

うことなのでしょうか。 

○委員長（及川保君） 五十嵐町民課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君） 法的に駄目かどうかまではですね、私、確認していないのですけど

も。先ほど言ったように事務処理をするためにはですね、ある程度厳格なサイズですとか、申請書

もきちんと書いてもらわなければならないですとかそういう状況がございます。それを例えば出張

所で扱ったとすると、変な話、不足があればやりとりが出てきますよね。そういうことでまた遅れ

るという場面が出てくるかと思いますので、法的なところまで私、確認はしていませんけども、基

本的にはやはり、役場の窓口でやっていただきたいとそういうふうに進めて思っております。 
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○委員長（及川保君） ５番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） ５番、玉井です。細かいことなのですが、135 ページの賦課事務経費の 19

節、白老町たばこ販売促進協議会。これはこのまま読むと販売を促進するということの協議会なの

だけども、この時代にですね、この協議会がはたして。中身はちょっとわかりませんが、聞きたい

のですけども。どんな協議をしていてですね、この会がどうしても必要かどうかということですね。

その辺、１億 6,000 万ものたばこの税が上がっているということも承知の上で、このぐらいのこと

やむを得ないのかなという気はあるのだけど、これがどうしても必要かどうかも含めてね、ちょっ

と聞きたいと思います。 

○委員長（及川保君） 辻税務課長。 

○税務課長（辻昌秀君） たばこの販売促進協議会ですけど、基本的には各販売店が自主的に組織

している協議会ということで、ここの部分では、基本的には町の方で協議会のあり方がどうだとい

うような立場にはございません。ただ、過去ですね、たばこを町内で買っていただければ納税額が

増えるということでですね、その促進ということでポロト地区で売店があった当時からの経過の中

で補助金を出してきたという経過がございます。ただ、最近、健康の問題でですね、かたや町の方

で健康増進という部分、そして、これではたばこをどんどん売りましょうと、そういうようなちょ

っと、ある意味では反する部分もございますので。昨年の総会で今後の方向について見直しの協議

をし、19 年度の予算要求段階ではやはり廃止ということで基本的にはご理解をいただいています。

ただ、経過措置として２ヵ年でということになりましたので、19 年度については最後の補助金とい

うことでご理解いただきたいと思います。 

○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、私も今、たばこのことでお聞きしようと思っていたの

ですが、玉井委員がたまたま申し上げたと。ただですね、昨年も私、この問題、質問して、町長は

嫌な顔をしておりましたけれども、片一方ではたばこをのむなと言って、片一方で促進するという

のはいかがなものかと。それが、昨年 14 万 2,000 円が今年７万円で半分ですね。来年は廃止すると。

費用対効果から見るとですね、１億 6,000 万、町長の言葉を借りると稼いでいるのですよ。ですか

ら、そういう面からいくと非常にいい効率のものだと思うのですよ。のむ、のまないという問題で

はなくてですね。今もお話のように小売店、私もたばこを昔は売っておりましたからよくわかるの

ですが、昔は 150 万くらいの補助金を出してもらった時代もあるのです。だけれども、こういう時

代ですから、それはよくわかるのですが。やはり、小売販売店が無くなるのなら別ですけれども、

たばこ消費税に協力しているわけですから、最低でも７万くらいの科目残置をしておいていただけ

ればと思うのですけれども、その辺りの見解を伺いたいと思います。 

 それから、もう一つはですね。137 ページ。（２）特定事務委託事業経費。これは白老の郵便局を

窓口として住民票等の配布をするためにしていると思うのですけれども、この実績等についてです

ね、わかれば。数値的なことで恐縮ですけれども、教えていただきたいと思います。 

○委員長（及川保君） 辻税務課長。 

○税務課長（辻昌秀君） たばこ販売促進協議会の補助金なのですけど、実はこの補助金が補助対
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象としてどういう形で使われているかと言いますと、たばこを買った方の景品と言いますか、サー

ビス品としてライターとか、あるいは、まとめて買えば袋とか、そういう部分に実際は使われてい

るということでございます。この部分についてはですね、確かにたばこは税を生む部分ではござい

ますけれども、通常のやはり一つの商品を売る中での付随するサービス品かなというような捉え方

をしておりまして、これが町の方で補助しないと納税額に影響すると、基本的にはそういうことに

はならないのかなと思います。それとあと、管内の状況を申しますと、今、胆振管内で補助金出し

ているのは唯一白老町だけでございます。管内では白老町だけ残ったと。逆に総会の中ではですね、

ぜひ、残していただきたいという室蘭支部の役員の方からのお話もございましたけれども、やはり、

こういう昨今の事情でございますので一つご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川保君） よろしいですね。五十嵐町民課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君） 特定事務の関係で、数値等を教えてほしいというお話なものですか

ら。まず、白老郵便局、それから、社台郵便局、それと、はまなすスポーツセンター、この３ヵ所

で取扱ってございます。18 年度ではですね、白老郵便局が181 件、これは先週末で。それから、社

台郵便局が64 件。はまなすスポーツセンターで15 件でございます。以上です。 

○委員長（及川保君） 18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 18 番、加藤ですが。今の件でね、最後の方で。件数しか質問しなかったか

ら件数を言うのでしょうけども、扱う金額もですね、もう少し良心的に、黙って、聞かなくても教

えていただければありがたいと思うのだけど。 

○委員長（及川保君） 五十嵐町民課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君） すみません、サービス性が足りなくて。誠に申し訳ありません。白

老郵便局で５万 8,800 円。それから、社台郵便局で２万 550 円。それから、はまなすスポーツセン

ターで 4,800 円でございます。以上です。 

○委員長（及川保君） 18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 18 番、加藤ですが。プラスマイナスすると赤字ということで。別に赤字だ

からやめろと、こういう意味ではないのだけれども、やっぱり先ほど言ったように、費用対効果を

考えるとですね、はたして。最後ですからあれですけど、昨年と比べて件数的に上っているかどう

かですね、それから見て、今後も続けるべきかどうかいう検討の余地があるのかどうか、その辺り

が一つ。 

 それから今後、郵便局は民営化の問題があります。民営化になった場合の扱い方も、使用料を全

て経費等も含めて同じなのか。下がるのか、上るのか。その辺り、もし、わかったら情報として教

えていただきたいと思います。 

○委員長（及川保君） 五十嵐町民課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君） 前年と比較してということで、実は白老郵便局の方は前年 200 件ほ

ど。ですから、ちょっと今のところ減っている状況にございます。それから、社台郵便局が64 件で

すから、同じですね。はまなすスポーツセンターが７件です、前年は。ですから、はまなすスポー

ツセンターは少し上がっている状況にございます。ただ、費用対効果の話をされますと、現実的に
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１箇所だいたい予算で、全部で 60 万くらいかかっていますから、３箇所で割り返すと 20 万ぐらい

かかるわけでございます。はまなすスポーツセンターの件は、以前にも、確か決算審査か何かの時

にお話をさせていただいたのですけども、実は社台もそうですし、白老もそうなのですけども、い

わゆるファックスのリース期間が19 年度で終了いたします。特に今、費用対効果の話をすると、は

まなすスポーツセンターが、変な話ですけど 4,800 円の収入しかないということですけども、それ

らを考えた時には20 年度はたして継続することがどうなのか。我々、担当レベルからすると、少な

くてもはまなすスポーツセンターは１つ切りたいと言うか、継続は難しいのかなというふうに考え

てございます。ただ、現実的に、今、15 件、利用者おります。ですから、全くゼロではございませ

んので、利用されている方もおるということは事実なものですから、そこら辺を地域住民の方に周

知をして、ご理解をいただいて、そういう整理をせざるを得ないのかなというふうに我々は考えて

おります。そんな状況でございます。 

 ただ、もう一つ、社台郵便局と白老郵便局の民営化の話ございましたけども、新たに 10 月から、

いわゆる更新と言うか、委託関係を更新する時には、また、議会の方の議決を経ると。確か５年く

らい前に１回議決を経ていると思います。ですから、そこでまた改めて議論になるのかもしれませ

んけども、基本的には社台は出張所もございませんし、白老の郵便局は 200 件ほどの利用があると

いうことなものですから、そこら辺はできれば継続するのがいいのかなというふうには考えてござ

います。以上です。 

○委員長（及川保君） 他。ございませんね。それでは、暫時、休憩します。 

休 憩  午後 ２時２４分 

                                           

再 開  午後 ２時３９分 

○委員長（及川保君） それでは、休憩を閉じて、委員会を再開します。 

 ３款民生費に入ります。148 ページ１項社会福祉費 1 目社会福祉総務費から 157 ページ２目老人

福祉費まで。質疑のある方はどうぞ。 

16 番、谷内勉委員。 

○委員（谷内勉君） 153 ページ。敬老会開催事業について、伺いたいと思います。この件につき

ましてはですね、確か以前にアンケート調査があったと思うのですが、このアンケート調査、まと

まっているか、まとまっていないか。そして、だいたい、まとまっていれば、そのアウトラインは

どういう形になっているか。また、今後の見直し、方向づけ、これについてはどうなっているか。

この辺について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。 

○健康福祉課参事(武岡富士男君) お答えいたします。敬老会のアンケートでございますが、実は

昨年の 10 月末に実施をしてございます。それで、大枠でお話を申し上げますと、敬老会見直しにか

かる意見集約ということで町内会長さん宛に、108 町内会長さんに実はアンケート用紙をご送付し

てございます。回収率は75％でございます。81 町内会から回収してございます。それで、敬老会の

ですね、大枠で申し上げますと現行 73 歳以上としているのですが、対象年齢につきましてはですね、
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隔年で現在１歳ずつ引き上げているわけでございます。２年に１回ずつ。それがですね、毎年１歳

ずつ引き上げてもいいのではないのかなという回答がですね、実は51 件、64％ぐらいになってござ

います。それと、77 歳以上にすべきだというのが実は 15 件で、19％になってございます。これが

年齢の部分ですね、対象年齢の部分。 それで補助額。現行の人員割補助額は 2,600 円でございます

から、現行維持をお願いしたいというのがだいたい 37 件で 46％。何らかの形で、町の財政状況を

考えると減額とするのがいいのかなという意見が 30 件で 37％。以上の状態になってございます。

これはあくまでも、町内会さんの見直しに対する意見集約でございます。それを受けましてですね、

町連合さんに役員会でもう一度協議を依頼してございます。その結果でございますが、これも今年

の１月にやっていただいてございます。それにつきましては、おおむねですね、対象年齢について

は１歳ずつ引き上げることについては理解をいただいているのかなというような感触を得てござい

ます。金額については、町の財政は非常に厳しいけど、何とか町内会でやって行けるためには現行

維持をお願いしていただきたいという意見が大方を占めているような状態でございます。以上でご

ざいます。 

 それで、方針につきましては、先般の代表質問の中で助役の方からご答弁申し上げていますので、

今年度中に何らかの形でお示ししたいと、検討していきたいということでお話申し上げていますの

で、助役の答弁のとおりでございます。以上でございます。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。ございませんね。 

それでは、次。156 ページ３目身体障害者福祉費から 183 ページ９目ウタリ施策推進費まで。質

議のあります方はどうぞ。 

12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 12 番、吉田です。171 ページのアイヌ文化学習等について、お伺いしたい

と思います。白老町は今月でしたか、白老町版人間国宝５人、町指定無形民俗文化財白老町伝統文

化継承者ということで５人の方を認定されましたけれども、私は文化継承のためには素晴らしい経

験を持った方々がまだお元気なうちに、本当にいろいろなことを私たちも伝えていきたいというふ

うに考えておりますので大変素晴らしいことだなというふうに思って聞いておりましたけれども、

その中で高齢ということもありますけれども、こういった方たちに経験とかそういったものをどの

ように伝えていただくのか。どのようなことを考えられているのか。１点伺いたいと思います。 

○委員長（及川保君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本譲君） 白老町指定無形民族文化財の白老町伝承文化財継承者のご質問でご

ざいます。今回、５名の方たちを継承者として認定をさせていただきました。いずれも高齢の方で

いらっしゃいますけれども、現在もいろいろな活動をされているということと、あと、今後も町内

の各学校、またはいろいろな団体が行なう、こういった活動に対して協力していただきたいという

ことでお話をしておりまして、できるだけ、そういう機会にはこの方たちも体の動く限りと言いま

すか、協力したいというふうにおっしゃっていただいておりますので、社会教育の関係のいろいろ

な該当する事業については中身を十分精査した上で、もし、協力していただく暇があればですね、

していただきたいなというふうに考えております。 
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○委員長（及川保君） 12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 12 番、吉田です。２点伺います。こういった方々、これからまた輩出して

いくのではないかなというふうに思うのですが、何か基準とか、協議会みたいなものがあって、そ

ういった中から選ばれているのかどうなのか。その点が１点。 

 それから、今もお話がありましたように、これから今、学校等に出向かれるということなのです

が、高齢ということも考えますとね、足の部分だとか、そういったことの配慮というのは私、今後、

必要だというふうに思うのですが、そういった点で町としてはここまでのことはして応援をしてい

きたいというものがあれば伺いたいと思います。 

○委員長（及川保君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本譲君） この伝統文化継承者の基準につきましては、要綱で規定させていた

だきまして、一応、「継承者とは」ということで８項目をちょっと挙げております。衣食住の衣と食、

住、儀礼、言語、芸能、工芸、生活という分野を設けまして、今後、これらに該当する方の、一応、

教育委員会事務局側としましては常時いろいろな情報を収集しまして、できれば資料として整理し

ていく中で、いろいろな団体に毎年呼びかけをいたしまして、該当者がいらっしゃいましたら、そ

ういった文化財と運営審議会の中で一応選定をしていきたいなというふうに考えております。 

 あと、２つ目のですね、足の問題でございますけれども、基本的にはですね、今、考えているの

は、活用していただけると言いますか、依頼していく団体の中でちょっと協議をしていただいて、

そして、送迎関係ですね、できればしていただきたいなと。それが難しいようであれば、教育委員

会の方で何らかの形で対応していきたいな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。 

14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。171 ページですか。イオル関係の、この予算書に出てく

る状況。全体的に去年と比べてどういう状況になっているかということと、それから、今、平取が

ずいぶんいろいろ新聞を賑わせていますけれども、北海道のイオルの全体の状況を含めて、この予

算の去年との違い等々を説明していただきたいと思います。 

○委員長（及川保君） 久慈生活環境課参事。 

○生活環境課参事（久慈幸男君） イオル関連についてお話をしたいと思います。ご存知のとおり

ですね、今年、イオル事業につきましては森を再生するというようなことの切り口で事業が始まり

ました。それで、今年はですね、24 種類の木を約 2,500 本ぐらい植えたところでございます。また、

植物も 10 種類で1,500 株ぐらい植えました。そういうことでイオルの姿勢事業はスタートいたしま

したけども、今後につきまして、来年度の話ですけども予算的には約 8,200 万ぐらいの予算がつい

てございます。今年と比べて1.7 倍ぐらいになりますか。 

 それで実は今年と大きく違うところは、実は今年ですね、約 5,000 万ぐらいの事業費で事業を行

ないましたけども、これは国の推進機構という出先機関がございますが、そこから業務委託を受け

て、うちが予算を処置したとこういうことでございますが、来年度はですね、国の方の指示もござ

いまして、補助団体であるアイヌ推進機構が事業主体になって事業を取り組みなさいと、こういう
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ようなことになりました。白老町は、それでどういうことをするかと言いますと、今年、実施した

管理的な業務だとか、それから、イオルを推進するための事業的な計画を立てるだとか、そういう

ようにうちの方が特化されました。事業は推進機構が直接やるとこういうようなことになりまして、

来年度の事業については 8,200 万ぐらいのだいたいの内訳でございますけれども、引き続き可能な

範囲で自然の素材の再生を行ないます。 

 それで、特に変わったところは、森野地区で試験栽培をやりましたけども、あそこに 19 年度は

薬草と普通の植物ですね、これを植えるような試験栽培地にする予定にしております。 

 それから、もう一つは、ポロト地区につきましては、ウエシマさんのところでございますが、あ

そこはだいたい環境的に整備されたと。アイヌ文化の啓発、学習の場というような位置づけになっ

ておりまして、あそこをもう少し環境を整備しようということで、あそこに大きな看板を作る予定

をしてございます。 

 それと、今ちょっと国の方と協議している最中ですが、周囲をもう少し明確にしようということ

で柵を作る予定をしてございます。 

 それから、もう一つは、新たな取り組みとして体験交流事業が予算組みされました。これはです

ね、今年は試行的に実施するというような内容になってございます。この体験事業につきましては

どういう体験をするかというようなことで、アイヌ民族博物館を含めて協議会を白老町で作ろうと

いうような運びになってございます。それで、どこが主体的にやって、どういう内容にするかとい

うことで今、これから19 年度に向けて協議されていくかなとこう思っております。 

 それから、もう一つはですね、ポロト地区の土地利用計画というものを一応立てることになりま

した。これはですね、先ほどちょっと言いましたようにアイヌ文化についてはですね、自然の共生

の中から生まれた文化をこれからどう伝達していくかということが重要なことでございまして、今

ちょっとお話ありましたように伝承者の育成なんかも必要ですし、それから、多数者の方に体験を

どうしていくかということによって民族としての尊厳を高めるというようなことも繋がってきます

ので、そういう拠点づくりを中心としたポロト地区の土地利用計画を立てようではないかというよ

うなことが国の方で承認されてございます。 

 それから、もう一つは、町内素材供給ゾーンと言って、７つぐらいに供給ゾーンを定めておりま

す。ここは一定のルールので自然素材を採ってもいいよというふうになっておりまして、実は素材

供給ゾーンにどういう樹木があって、どういう植物があるかということがわかっておりません。そ

れで今年は、主な石山地区と社台の入口でございますが、ここをどういう植物があって、どういう

樹木があるかということで春・夏・秋にかけて植生調査をすると、こういうようなことになってご

ざいます。それが18 年度との違いですけども。 

 平取のお話が出ましたけども、これにつきましては委員もご存知のとおり、北海道単位でですね、

うちを含めて７つの地域が地域イオル、中核イオルというふうに決まりましたけども、大事なこと

はうちが中心となってですね、やはりアイヌ文化はいろいろ違いがあるわけですよ、そういうネッ

トワークをこれから構築するということが絶対必要なことだと思います。やはり、いろいろ文化の

違いがあるわけです。それで、北海道ウタリ協会としてはですね、今、うちがとりあえず２年間ス
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タートしましたけども、次はウタリ協会としては平取町をやっていただきたいということを国の方

に申し上げたとこういうことなのです。これから、国の方の諮問委員会がございます。その諮問委

員会で次は平取町で地域イオルとして指定をしてですね、国の方で予算措置として、うちのように

イオル事業でやっていくかというのは、これからのイオルの諮問委員会の中で決められていくのか

なというふうに考えております。以上でございます。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。平取さんがやられるのが悪いとかね、そんなことを僕は

言う気はありませんけども。ただ、白老のイオル事業が先行イオルとして認められ、それがやっぱ

り充実、強化され、そこが中心になり、地域イオルがあるのだろうなという、私はそういう認識で

おります。そこでもう一つ。推進機構は直接な事業主体となるということなのですけど、推進機構

はどういうことがやるのかということが一つ。 

 それから、昨年度の予算の中でですね、使用料や賃借料の中で事務所を借りてきちんと下水道使

用料から何から全部みて、玄関マットまで見ているのですよね。これがね、今後どうなるのかとい

うことなのです。 

 それともう一つは、それでは、去年まで議論されていた商協の跡地の問題がどういう方向になっ

て行くのか。そこら辺は現状としてはどういう状況かということをお尋ねしたいと思います。 

○委員長（及川保君） 久慈生活環境課参事。 

○生活環境課参事（久慈幸男君） 推進機構ですが、19 年度についてはさっき言ったように事業主

体になるわけですが、推進機構がここへ来て事業をするわけではなくて、それをある団体に業務委

託する予定してございます。だから、先ほど言ったように、18 年度はまるまる白老町で受けて事業

をしてきましたけども、今後は事業主体が推進機構になって白老町のある団体に業務委託をして、

推進機構がある程度指導力を発揮して事業をするとそういうような流れになっております。 

 それと、事務所の話でございますが。実は18 年度につきましてはね、そういうことで事務所経費

等々設置をしてやってきましたけども、国等といろいろ準備はしてきたのですが、なかなか意見の

食い違いで、事務所までですね、まず、設けなくてもとりあえずいいだろうというようなことがご

ざいまして、ここまで来ました。ところが、我々としてはですね、やはり推進するためには事務所

をきちんと国の方が来て事業をここで推進することが必要ではないかということを再三申し上げた

のですが、結果的にはこういうふうになってしまったのです。それで、19 年度については同じよう

なことを今、申し上げておりますが、今のところはまだちょっと確定ではございませんけども、国

の方の意向としては当面、事務所のスペースを確保したいと。19 年度中に。そのスペースを確保し

てですね、事業の実施状況を見て人を配置するか検討していきたいと、こういうようなお話でござ

います。これは最終決定でございませんけども、そういうような意向が強いです。 

 それから、もう一つ。商協の跡地の話ですが、実は 18 年度に空間拠点調査ということで一応調査

をいたしました。この調査というのは国の方のイオルの基本構想の中に拠点施設を活用する場合は、

既存の施設を有効的に活用しなさいという条文がございまして、それで、あそこの建物を拠点とし

て活用したいなというようなことでいろいろ調査をいたしました。今、もう少ししたら結果として
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まとまってきますが、イオル事業としてどういう機能が必要かということをいろいろまとめており

ます。それとまた、その機能をあの建物に置き換えた場合、どういう間取りがいいかというところ

まで実はやりました。ただですね、課題もいろいろ出てきまして。実は耐震度調査もやっておりま

す。そうしたら、今の現行法で、建築基準法でいくと今の耐震度では耐えられないということが結

果的にわかりました。それから、また、特殊建材を使っていると、こういうようなことで今、いろ

いろな課題が出てきましてですね、19 年度に向けてですね、これをどうするかということが国との

大きな協議の場になって行くかなというようなことでございます。以上でございます。 

○委員（大渕紀夫君） 推進機構がやる仕事の中身について聞いたのだけど。手法はわかったから。 

○生活環境課参事（久慈幸男君） ですから、中身はですね、業務委託をして、その指導をすると、

管理をするというようなことでございます。ですから、ある団体に業務委託をして、その業務が適

切に稼動しているかどうかということを見ると。 

○委員（大渕紀夫君） どんな業務をするかという中身はわからないですか。推進機構がどんな業

務をやらせるのか、わからないですか。そのことを聞いているのです。 

○生活環境課参事（久慈幸男君） 今、業務内容についてはですね、主に植栽関係を業務委託しよ

うとしているのです。その指導をきちんと管理すると、こういうような中身です。 

○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。３回目ですのでね、あれなのですけども。例えば、議会

にはイオルの特別委員会というのがあるのですよ。今、言われたことというのはね、僕は白老町に

とっては非常に大きな問題だというふうに思うのです。今までのいろいろな審議の中でどうなって

いるかというと、我々の認識は商協を利用して、あそこに事務所が行くかどうかわかりませんけれ

ども、少なくとも、この役場から事務所が外に出て、そして、そこでイオル事業を推進するという

認識だったと。少なくても去年の予算では、そういう状況であったと。それが現段階としては、ま

だ、そういう状況が全くない。まして、商協の建材の件は私も知っております。大変ですよね。こ

れは、ちょっとそう簡単にはたぶん行かないでしょう。そういうことがですね、一つは議会に特別

委員会があるにも関わらず、そこで全く議論されていないし、こちらの方も悪いのかもしれないけ

れども、少なくてもそういう大切なことが議会で議論されていないというのは、私は一つの議会軽

視に繋がらないかというふうに思うのです。予算委員会には馴染まないことかもしれませんけれど

も、しかし、これは去年の予算委委員会の中で、私、今言ったこと全部確認しているのですよ。そ

れで、なぜ、そういうふうになるのかね。ということは、言いたくないけど、イオル事業が今まで

これだけ努力してきたにも関わらず後退するというふうな受け止め方にならざるを得なくなります

よ。いったい、商協のあの建物を今後どうする考えなのか。そういうことをきちんとしていかない

と駄目でしょう。それが、予算委員会になった今までね、全く出てこないというのはおかしいので

はないですか。私はそういう点では本当におかしいと思う。責任ある、きちんとした考え方、答弁

を願いたいと思います。 

○委員長（及川保君） 煤孫助役。 

○助役（煤孫正美君） 私の方からお答えしたいと思います。今、言われますように、特別委員会
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を設立して、議論していたわけですけども、その辺のことが十分に議会の中でお話できなかったと

いうのは非常に申し訳ないと思っております。お詫び申し上げたいと思います。ただ、経過につい

て、ちょっと若干お話させていただきますと、やはり、先ほど参事が言いましたように、商協の建

物については耐震強度の問題、それから、特殊建材の問題で国の方からですね、実際はあそこをち

ょっと公共的な施設として使うには無理があるというようなお話、これは国の方からの考えで、そ

ういうふうな形でちょっと国の方の考え方も変わってきました。それで、私どもの方としてはです

ね、町としてはですね、じゃあ、対応としてどうするかということに対してですね、やはり、あの

建物そのものを含めてですね、いろいろと国の方に説明する説得する材料として、あの地域をどう

しなければならないかというような考え方をちゃんと国の方に説明しなければならないだろうと。

そういう中でですね、今回、19 年度については土地利用計画を策定するのですけども、その中でや

はりミンタラの位置づけもしっかりとまとめて国の方に説明する必要があるだろうということで、

その辺で若干、当初の私どもが説明した内容と変更になったということでございます。 

 それともう一つ、大きくは、私、この件につきましてですね、昨年２度ほど国土交通省の方に行

きまして、直接、白老町の考え方を示してきました。その中ではやはり、今、イオル再生というこ

との原点に返ってもらいたいと。今回、推進機構と白老町がやる部分を分けたということはですね、

やはり推進機構が今まで持っていた部分を白老町がやるということは、白老町がアイヌ民族に対し

てのイオルの再生の形を白老町がとるのではないのですよと。あくまでも北海道全体のアイヌの

方々の考え方は、国の国策としてやるべきだろうと。それに合わない、外れた部分の白老町として

やらない部分については白老町がやりましょうと。ですから、例えば、いろいろ、これから特区な

どの問題も出てきますけども、初め、特区などの問題についても白老町でやる計画でいました。そ

ういう形でお話をしていたのですけども、当然、特区ということになると北海道全域のアイヌの人

に関わる話なので、これについては白老町でやるべきではないですよと。これつきましては推進機

構、もしくは国が責任を持ってやるべきでしょうというようなお話です。そういう形の中でですね、

今回、このような白老町の持ち分と、それから、推進機構が本来的にやる部分とを分けたという経

緯でございます。それにつきましてはこれからも、白老町の部分はいいのですけれども、国の方で

やる部分に関してはアイヌ民族博物館、それから、推進機構、それから、文化伝承の団体、それに

白老町が入りまして、推進機構が主催になってやる白老町でやるものについてはですね、その中で

どんどん揉んで何をやるかということをまとめて行きましょうというような話しで終わっておりま

す。その中にはですね、白老町としてはやはり今までアイヌ博物館などが主体になっていました伝

統的な行事等についてもですね、やはり、これは北海道のアイヌの人に関わる話になるので、これ

は推進機構がですね、推進機構のやる部分としてやっていただきたいというようなお話もすでにし

ておりますし、これからの実施の中にもですね、そういう白老町で今やっている部分も含めた中で

推進機構にお願いしていくというような形で、今、進める予定でおりますけども、なかなか推進機

構の方もですね、やはり人材もあまりいないということと、それから、職員の方もなかなか精通し

ていないということもあるのですけども、そういう意味でなかなか私どもの考えていることについ

てですね、「はい、そうです。」というようなお話をいただいておりませんけど、総枠的には理解し
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ていただいていると思っておりますので、今後ももっと強く、その辺のことを打ち出して行きたい

というふうに思っております。その辺がある程度、方向性がまず、第一段階の一番大きな方向性が

見えた中でですね、もう一度やはり特別委員会に詳細についてお話したいというふうに思っており

ます。以上でございます。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。流れはわかりました。私が言いたいのは、一つは、なぜ、

そういうことが起こるのかということです。町が悪いとか、どこが悪いとか言っているのではない

のです。少なくても、このアイヌ問題というのは一貫して今まで取り上げてきています。白老町が

どういう役割を果たすのかということもかなり、この議会でも議論されております。私はやっぱり、

例えば学校の教員の人たちがここで勉強しているというのは、北海道全体のアイヌ民族の文化を伝

承させるためには極めて大切な部分だと僕は思っています。本当にそうだと思います。他の学校が

やっていないことをやっているわけですから。ほとんどの先生方が受けているわけですよ。そうい

うことが僕はすごい必要だと思うし、その前に教育委員会がいろいろ決めたこと、方向を出したこ

と、僕は非常に先駆的だと思っています。そういうものが、このイオルの中で私は生きてこなかっ

たら意味がないのですよ。僕が言っているのはね、商協の建物を使わないから悪いとか、そんなこ

とを言っているのではないのです。例えば去年、そうしたらね、ここにはだよ、小さいことかもし

れないけど、具体的に事務所まで作ると言ったのはいったい何なのだとね。いったい何なのだ、こ

れはとなりませんか、議会で。僕、その時ね、ここまで細かく、下水道までみているのなら実際に

ちゃんと外に出て、そこに役場から行くのだねというところまで質問したはずですよ。この予算要

求の中で。それが、今、３月になって事務所も出られませんなんて、そんなことが・・・。そして、

議会に何も報告されないなんていうことはありえることですか。それは、金額とか中身ではなくて、

アイヌ民族文化に対する姿勢の問題なのですよ、僕が言っているのは。そこら辺がこういう結果に

なるのではないの。僕はやっぱりね、一番理解できないのはそこら辺なのですよ。うまいことを言

ったって駄目なのです。どう具体的に実践するかという部分なのですよ。もう一度、理事者のきち

んとした答弁を願います。 

○委員長（及川保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） まず、１点目のミンタラの方から説明します。このイオルの予算がつく時

にですね、実は国と私、だいぶ折衝しました。その際ですね、まず、新しい箱物をお願いしたと。

一切駄目と。そして、２番目は、今のミンタラを撤去したいと。それもイオルの事業としてはでき

ませんと。それで３番目に、じゃあ今ある既存の施設の活用をしたいので、それと認めてくれと。

その３番目が実は認められたのですね。我々もミンタラを活用しようということでやってきていた

のですが、今回、国の担当の室長も変わりました。そういう中でですね、耐震耐火構造をきちんと

してくださいと。要するに建築基準法上で用途が変わるものですから耐震耐火にしてくれと。それ

から、特殊建材を使っていると。それを合わせたら 4,000 万以上いくのかな、5,000 万近くなると

思うのです。それはですね、白老町として直して来なさいと。そうしたら、国の方はそこに国費を

つぎ込みますという言い方をされたので、私の方もですね、じゃあ、このイオルは白老のためにや



 - 55 - 

っているのかと、国策だろうと。国策に対して、我々が協力しているのですよと。国の姿勢おかし

くないですかということでだいぶ私もやったのです。やったのですけど、どこも頭が固くてですね、

助役も参事もだいぶ苦慮しているのですが。それでですね、私の方はじゃあ分かったと。じゃあ、

そんなものに我々は金かけていられないと。じゃあ、撤去ですと。要するに、耐震耐火にしてから

国費をつぎ込むというのであれば、我々は使うよりもあそこを撤去して、あそこにチセを建てて集

落にした方が全体の景観としてはずっといいわけなのですよ。ですから、5,000 万もつぎ込めとい

うのであれば、我々はそんなのできないと。じゃあ、前に戻るからということで今、国に伝えてい

るのですね。前に戻るというのは、新しい箱物か、撤去費用をもらうよと。我々は今のあそこの建

物には一切町費としてつぎ込む気持ちはないですということを今、伝えている最中なのですね。そ

れが今、若干もめている。もめていると言うか、国とちょっとすり合わない部分。まず、それが一

つ。 

 それと、大渕委員が言われたのはですね、おそらく機構の方の仕事がありますよね、それと、う

ちもうちで仕事をします。ただ、残念なことにですね、今、アイヌ文化推進機構の方でいろいろな

事業をやっています。あそこには助役の言ったとおり、ほとんど学芸員というか、知識の深い人は

いない。何か事業をやるとしたら、うちのアイヌ民族博物館の職員がほとんどやっているのです。

実はそういう問題もあるのですね。それで、大渕委員の言わんとすることは、白老町のイオルに対

する基本的な考え方が今のような姿勢で本当に伝わるのかということをお聞きしたいと思うのです

が。一つはですね、機構の方はそういうプロがあまりいないというのと、もう一つはですね、事務

所、ミンタラがこういう状況なものですから、事務所が本当に必要なのかと。ミンタラ活用の前段

で今、国とやっているわけですから、まだ、事務所の必要性はないだろうと、今のところですね。

これで本格的に国の方が折れて、耐震耐火構造も国が出しますということであれば、我々も本格的

に事務所の方に入っていくのですが、今は耐震耐火構造の金額については一切出せませんというこ

となものですから、それに対して我々は逆提案したのですね。じゃあ、撤去してくれということで

やっているものですから。まだ、それが国の見解もはっきり出ていないと。それについて、我々の

方も今、国にかなり折衝している最中なものですから。たぶんですね、今年１年かかるのではない

かなと思うのです。それであれば、できることをやりましょうということなのです。ですから、先

ほど言いましたように、ふるさと学習ですか、それについてもイオル事業の中でですね、予算の中

でできないかとやっているわけなのです。町費で使うのではなく、イオル事業の中でやることによ

って、かなり削減になるものですから。いろいろな事業をやっています。ただ、いろいろな事業を

やっているのですけど、今のところは国とミンタラの部分がまだ詰まっていないものですから、詰

まっていない中で事務所を出す必要はないということから、事務所についてはちょっと先送りして

いるということであってですね、イオルを町が突っ返したということではないのです。ただひとつ

言えるのはですね、もっと機構の方でですね、北海道も同じようなこと言えるのですが、もうちょ

っと前向きに北海道としても取り組んでいただきたいなという、実は気持ちがあります。なぜかと

言うと、私も、国の学者が集まる諮問委員会というのがあるのですが、そちらに昨年ですね、私、

諮問委員会に行って、実は佐々木委員長だとか、副委員長さんとだいぶ議論したのですね。その席
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で北海道は一言も出ないという感じだったのですね。北海道は北海道で苦しい立場があるので、そ

の辺はわからないでもないのですが。どうも、機構と北海道はですね、その諮問委員会の中ではほ

とんど意見が出ないというのが、その辺がちょっと私、残念かなと。結局、私と国の委員さんのや

りとりに終始したものですから、そういう部分ではちょっと残念な部分があります。そういう中で

今、進めているという状況なものですから、担当の方も非常に今、苦しい立場にいると。ただ、私

の方から、かなり厳しいことを国交省に言っています。まだ、向こうからは最終的な返事はいただ

いていません。これはいろいろな方法があるのですが、やはり、これは政治力みたいなものを使わ

ないとなかなか難しいのかなと思っています。以上です。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

 それでは、次、進みます。174 ページ２項児童福祉費１目児童福祉総務費から 185 ページ６目児

童館費まで。質議のあります方はどうぞ。 

９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） ９番、吉田です。175 ページのつどいの広場・ファミリーサポートセンタ

ーについて、お伺いいたします。新規事業として展開する予定で 500 万予算を取っているわけでご

ざいますが、この事業方針、先般も説明受けましたけれども、もう少し具体的な事業の方針と運営

の方法、展開方法について説明いただきたいと思います。 

○委員長（及川保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） それでは、つどいの広場・ファミリーサポートセンター事業につい

て、説明をさせていただきます。つどいの広場につきましては、２つの事業を１つにして業務委託

をする形で進めたいと予算を計上しております。つどいの広場という事業につきましては、萩野に

あります子育て支援センター、あそこが中核の子育ての拠点になっている。それを他の地域でも、

特に人口が多くて、お子さんが多い地区でサテライト的な施設として開設をするものです。子育て

支援センターはどちらかと言うと専門のスタッフをきちんと置いて、事業等につきましても、ある

程度細かいところまでを年間の計画の中で入れて事業を行なっております。ですが、つどいの広場

につきましては、もう少し気軽に、ちょっと寄ってみようかなと、お子さんとちょっと一緒に寄っ

てみたいな、ちょっと悩みがあるのだけど相談してみたいなとそういうような気軽に来ていただけ

る施設という考え方で設置をするものです。 

 併せて、ファミリーサポートセンターにつきましては、託児の事業になっております。これにつ

きましては、今まで町では実施をしておりませんで、ＮＰＯ法人さんが自主的に託児の事業を継続

して行なってきております。それを町の方がより子育て支援の視点から利用しやすく進めて行くと

いう考え方で、町として事業を持つものであります。 

 内容につきましてですが、つどいの広場、これにつきましては、子育て支援センターは土日の開

設がありません。月曜日から金曜日まで、水曜日まん中に行事を入れるのですが、それの２日、２

日、残りは午前ですとか、午後ですとか、遊びの広場ですとか、いろいろな事業を展開しておりま

す。つどいの広場の場合には、特に土日など、なかなか働いていて平日だと利用ができないという

保護者の方の意見もありまして、合わせて、土日も含めて週５日の開設を考えております。時間的
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には９時半から３時半ぐらいまで。お昼も自由にお持ちになってとっていただきながら、親子で遊

ぶなり、相談するなり、いろいろな交流をしていただけるという考え方で進めて行きます。 

 ファミリーサポートセンターにつきましては託児ですので、その形としては今までＮＰＯさんが

進めてきたものと変わりはありません、事業の中身としては。 

 それをどういうふうにして展開していくのかということなのですが、場所としては今、寿幸園に

併設されています、憩いの家を少し子どもが使えるような形に改修をした中で事業として展開して

行きたいと。それの運営にあたりましては、基本的にファミリーサポートセンターにつきましても、

託児についてはもう十分実績のあるＮＰＯ法人さんが今までしてきております。また、子育て支援

については町以上に積極的に進めていらっしゃるというところもあるものですから、ＮＰＯ法人さ

んに業務を委託するという考え方で打ち合わせをしながら進めている段階です。以上です。 

○委員長（及川保君） ９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 吉田です。萩野のセンターのサテライト的な意味を含めるということは、

要するに地理的な関係で白老本町にそれを作るという考えで進めたのでございましょうか。 

○委員長（及川保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 子育て支援センターがありまして、今までも各保育園等も子育てに

関する支援をする施設の一事を担っているという考え方ではあるのですが、それをもう少し核とし

て中心的に動いていただける場所という考え方で白老地区に設置するものです。 

○委員長（及川保君） ９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） この事業を展開するにあたりまして、今、わかりましたけれども、各地域

の対象者にどのような方法でＰＲして活用していただくかということが重要だと思うのでございま

すが、具体的にその考え方についてお示しいただきたいと思います。 

○委員長（及川保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 対象がどちらかと言うと年齢が低く、０歳から３歳ぐらいまでのお

子さんを対象にということになるものですから、今、ＮＰＯ法人さんもいろいろな町がやります健

診等にもボランティアとして参加をしていただいている、そういうようなところでもＰＲ。それか

ら、パンフレット。あと、ＮＰＯさん自体が対象になるお子さんのところに今、個別に訪問と言い

ますか、そういうような形でお声をかけてきて、良かったらどうぞというようなお声をかけるとい

う活動も今、進めております。対象がある程度絞られるのですが、できるだけ、なかなか家にいて、

外へ出て来ないお母さん方にも来ていただきたいということで今、細かいところで活動しておりま

す。当然、広報等も使いまして、これから周知をしていく予定です。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今、つどいの広場・ファミリーサポートセンターについて質問がありまし

たけれども、私も何点かちょっと伺いたいと思うのですが。今、質問の中で子育て支援センターが

萩野にあるということで、サテライト的な場所ということで説明がありましたが、私は目指すもの

がちょっと違うのではないかというふうに思うのです。というのは、つどいの広場は私、前に質問
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しましたけれども、答弁の中で場所はやっぱり、もう場所は決まってしまったのですけど、理想と

しては商店街で、高齢者も気軽に集って交流のできる、そういう場所にしていきたいというお話が

あったのですよ。そういった面では、そういった一つの目的というものは、場所がちょっと町の外

れになったということで変わったのかどうなのか。 

 そして、同僚議員がこの間、定例会で質問しておりましたけれども、今後の事業継続の支援とい

うことでね。最低ラインとしてはコーディネーター分として年間 140 万補助していくのだというお

話があったのですが、私はコーディネーター役というのは、そういったことも含めて、そういう高

齢者との関わりだとか、そういったものもやっていくのかなというふうに思って聞いていたのです

が、その点の考え方を伺いたいと思います。 

○委員長（及川保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） つどいの広場につきましては、確かに18 年度に利用者を対象にした

アンケート調査を行なっています。それ以前から、17 年度から、もし、開設をするのであれば、空

き店舗ですとか、そういうようなところの活用ということも含めて検討をしてはきておりました。

実際にアンケート調査をした中では、どちらかと言いますと、公共施設がある程度あったり、それ

から、病院ですとか、そういうようなところが身近がある。特にお子さん、年齢が小さいものです

から、交通の便がいいとそういうようなところが希望として多くあったというのが一つです。 

 それから、高齢者も含めてとそういうようなところで言うと、確かにどうしても隔離をしてしま

うと言いますか、利用を高齢者の方も一緒にというのがなかなか事業として展開していくのがどう

なのかというところがあるのですが。今、憩いの家自体も３団体ほど、高齢者の方がクラブとして

活動されております。これは、この後も継続して利用していただくと。それで、何かの時にはＮＰ

Ｏの管理もなかなか女性ばかりというところもあるものですから、そういう部分ではお互いに協力

をしあって、お願いをしたいというようなところで、これからの展開になりますが、高齢者の方も

いらっしゃるものですから、何かになったら皆でちょっと集まって、昔のお話を聞かせてもらった

りとか、おじいちゃん、おばあちゃん的な感覚で交流ができると、そういうものも事業としては考

えて行けるのではないかなというふうに思っております。 

 あと、先日の一般質問の中での人権等を含めて 140 万というお話ことなのですが。すみません、

前回の質問は、ファミリーサポートセンターの事業だけの人件費等を含めて 140 万と。今の考え方

ではつどいの広場に１人、それから、ファミリーサポートセンターに１人、合わせて２人配置をし

ていくという考え方をしております。ファミリーサポートの方はどちらかと言うと、利用会員、提

供会員とのコーディネーター役という考え方になるものですから、それでコーディネーターと。一

応、２人の配置で全体の業務委託としては 439 万 5,000 円、これを業務委託として持っております。

○委員長（及川保君） 12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 12 番、吉田です。わかりました。あの質問を見た時にはファミリーサポー

トだけになっていたので、もしかしたらとは思ったのですけど聞きました。 

 私、先ほどから言っていますように高齢者の方も、場所はもうあそこに決まりましたので、決し

て私は悪い場所ではないと思っています。ただ、交通の便ということで考えると、高齢者も集って
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きてもらってお互いの交流の場だとか、いろいろな悩みの相談とかに乗ってもらえるのではないか

なというふうに思っていましたので、そういった意味では今後また年に１回ぐらいの福祉バスの見

直しなんかもしていると思うのですが、福祉バスがあちらの方に、病院には止まると思うのですが、

病院の前でみんな降りるというのはいろいろな関係もあると思いますのでね。ちょっと、あそこか

ら回すことができないものなのかどうなのか。そういった利便性をやっぱり、ちょっと考えてあげ

ることで高齢者がまた少し使うというか、そこに集えるのではないかなというふうに思うのですよ。

若い方はわりと車の方が多いので。もちろん、車の無い方もいらっしゃいますのでね、そういった

方に対しても、ちょっと離れているということでは、タクシーを使わなければならないとか、そう

いったことのないような、ちょっとした配慮が必要かなというふうに思うのですが、その点につい

て伺いたいと思います。 

○委員長（及川保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 交通の便につきましては、当然、車の方ばかりではなくて、バス等

を利用される方もいらっしゃるかと思います。そういう面では福祉バスの活用というのは一番有効

ではあるというふうに考えていますが、福祉バスの方も年間のスケジュールと経費も含めまして、

本当にギリギリの中で運行をしているという状況も、こちらとしても把握をしておりますので、そ

の辺につきましては十分、担当課との協議をして行き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。 

６番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） ６番、土屋です。ページ数 177 ページのひとり親家庭等医療費給付費で

すね。そのことに関して、ちょっとお聞きしたいのですけれども。昨今、やっぱり、ひとり親と言

われる家庭が増えてきているという現状があるのですけど、白老町においては、ここ何年間かの傾

向というものをちょっとお知らせしていただきたいということと、そのひとり親家庭での子どもさ

んの人数ですね、そういうこともちょっと教えていただきたい。 

 それと、その下の町立保育園運営経費のところがありますけれども、全国的な傾向なのでしょう

けれども、職員さんを臨時とかパートで使っていらっしゃる自治体がすごく多いと聞きます。白老

町は全体の職員さんの数と臨時の職員さんの数、その辺をちょっと教えていただきたいなと思いま

す。 

○委員長（及川保君） 五十嵐町民課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君） ひとり親家庭等の医療費給付費の関係ですけども。まず、人数の関

係ですけども、19 年度予算では親が 232 人、子どもが 385 人、計 617 人を想定して計上してござい

ます。18 年度の予算からするとですね、18 年度の予算が親が236 人、それから、子どもが384 人で

すので、人数的にはほとんど変わりないと、横ばい状況にあるというふうに考えております。 

○委員長（及川保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 保育園の保育士の数です。保育園自体の正職の保育士が 27 名です。

それから、正職の保育士と同じ勤務時間を勤務するフルの臨時職員となるのですが、その臨時職員

が 11 人。それから、正職の保育士が振り替え等で休みになった場合に対応する週休の臨時職員とい
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うのがおります。その臨時職員が８名。以上です。 

○委員長（及川保君） よろしいですか。 

７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 175 ページのつどいの広場のことで、ちょっと聞き漏らしたような気がし

たものですから、お伺いしたいのですけども。つどいの広場を利用する利用料というのはいくらな

のでしょうか。その辺ちょっと聞かなかったような気がしたものですからお願いします。 

○委員長（及川保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） この事業はですね、子育て支援という視点で事業を推進するという

考え方を持っておりますので、萩野にあります子育て支援センターもそうですが、利用料金という

のはありません。ただ、いろいろな行事をする中で自己負担金と言いますか、そういうものについ

ては、その都度、徴集をするという考え方で進めています。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

                                          

    ◎ 散会の宣告 

○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］ 

○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、明日も午前10 時より委員会を開催いたしますので、ご承知願いたいと思います。 

 

（散会 午後３時３９分） 

 


