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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。 

 土木費について、ほか。12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 90 ページの２目のバンノ沢川。ここの事業が相当の間続いていると思

うのですよね、防衛省の施設の中も含めて。おそらく十数年も続いていると思うのですが、大

きな事業で年間、19 年度でも 9,000 万円ですか、多くの金なのですが。バンノ沢川、まだまだ

継続して、もうどのぐらいあるのかということ。 

 それからですね、私は今、白老の財政も大変厳しい、土木予算もない、それから、町内の補

修、いろいろあるのですが、なかなか町民の方々も遠慮して最近は言わなくなった。私は、こ

のバンノ沢がいい悪いではなくね。バンノ沢川もそんなに最近ははんらんもしていないと私は

思っています。ですから、これは防衛省の予算、おそらく 100％だと思うのですが、この予算

を、バンノ沢そろそろやめて、この予算を町内の隅々の補修に使ったらどうかなと。もちろん

防衛省と話し合わなければいけないけれどもね。白老の様々な地域で雨が降ると昔はポンプア

ップした箇所が何カ所もあった。今はおそらく、私の考えでは、萩野の裏あたりと、それから、

必ず出るのは今、北吉原なのですね。北吉原の５区というところ。とにかく 15 分くらい降ると

ひざまでの水が、今、たまるようになっているのです。こういうところに、このバンノ沢の防

衛省の金を、防衛省そろそろやめて、やめてというよりも中断をして、そして、防衛省とよく

話し合って、あの１億ぐらいの金で数年やっぱりまちの中を少し、防衛省に協力していただい

て、そういう考え方にならないのかなと思うのですが。 

 それともう一つは、このバンノ沢の計画はどのぐらいあるのかなということとこの点につい

てお聞きしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） バンノ沢の事業の報告をいたします。バンノ沢川の砂防工事につい

ては、本年度の事業をもって一応終了の予定でございます。20 年度の予算で。その後も、実は

今、要望をちょっとしていまして、これが終わったとしても、かなり沢地なものですから、か

なり工事をやっている川自体に土砂流出も若干ありますので、そこの防止についてはこの事業

でやっていただけるように、つまり 100％でやっていただけるように今、要望等をさせていた

だいている途中でございます。 

○委員（松田謙吾君） これは何年続きましたか。 

○建設課長（星 貢君） 18 年でございます。それで、この事業では、街中の工事はちょっと

難しいと思いますが、ほかの事業なんかも含めて、今後、検討させていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 18 年も続いた。それで町長ね、北吉原の１区の裏通り、あれは防衛省

の予算でやったのですよね。4,000 万円ぐらいでやって。それで、今、防衛省からいただいて

いる金は 6,000 万円くらいですか。今、白老でいただいているのは。このバンノ沢みたいな事

業は別なのですから、今、白老のまちもこれだけ厳しいのですから、バンノ沢の次は、この金

１億円ぐらいもらって、白老の維持管理や何かをやっぱりやるように、まちとして、こういう
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ときこそ助けてもらわなければならないのです。ですから、やっぱり議会挙げて、まち挙げて、

この予算を少し 21 年度で終わるのであればね、この予算で少しまちを直していただくような陳

情をすべきだなと思うのです。 

 それからもう一点、北吉原の５区と言いましたけれども。ここも道路は平成７年に確かでき

たはずなのですが、ここ４年ぐらい前から雨が降ると、５、６区の方々は知っていると思うの

ですが、大体 40 センチの水が 15 分くらいでたまってしまうのです、今。先日の雨でもそのぐ

らいたまって、下水道のマンホール抜いて出しているのですけども。私はずっと調べてみたの

です、雨降っている最中に。北吉原の両側の排水溝、あれが詰まっているのと、北吉原の雨水

は太平洋に３カ所抜けているはずなのですよ。この３カ所の１カ所が、一番低いところがおそ

らく詰まってああなっていると思うのですけども。あれは結構な金かかると思うのです。 

 それからもう一点、いずみ団地の排水も住民が大変臭くて困っていると言っているのですよ。

これも金がないから仕方ないのだけども、こういうものもやっぱりピックアップして、この防

衛省予算で町長ね、頑張ってやってくださいよ。防衛省へよく話をして。４、５年やらせても

らえれば、５億円あれば相当直るから。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） まず、北吉原のいずみ団地の排水については、担当の課長にちょっと

現場へ行ってもらって。 

 それと、防衛の予算で何とかならないかということなのですが、委員言われるとおり、今、

防衛の予算というのは結構ふえているというか、そうなのですよね。それで、今、例えばこと

しも、別海町が 98 床、うちと同じ病院です。その建てかえ工事を防衛の予算で今やっています。

ただ、例えば別海町の町長が 10 年ぐらいかけてこれをやってきているのですね。私も防衛の会

議に出たときに、いろいろなメニューが実はあるのです。ただ、使わなければ損で、実は余り

そういうものを使っていないのですね、うちのまちは今まで。過去にやったのがコミセン。あ

れは山手さん時代です。あれは防衛の予算のやったのですね。その後に大きなものでは、ウト

カンベツ川、あれも切りかえで防衛の予算でやったと。そういう発想からいくと、災害の、そ

の工事の量にもよるのですけど、何とか、実は使えないかといろいろな部分で思っています。

先ほど言ったとおり、病院もああいう状況ですから、今、相談している最中です。それでこと

し、今、工事やっています沿岸、同報無線、あれも防衛の補助で実はやっています。いろいろ

な議論あるのですけど、よそのまちへいくと給食センターもやったり、博物館ですか、そうい

うことも防衛の予算でやったりもしています。ですから、僕は本当に通っています、かなり。

通って、いろいろとお願いしていますので、何とか、なるべく金のかかるものを防衛にお願い

して、その余力を今、委員言ったような災害の対応に使えるようにしたいという考え方でおり

ます。防衛の予算というのは、今、一番目をつけるところだと私も思っています。以上です。 

○委員長（及川 保君） それでは、９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。町道の整備事業について伺います。88 ページ。 

 個別の問題で申しわけないですが、命の安全にかかわる問題ですので一度お話したいと思う
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のですが。ポロトの踏み切りがございますね。ポロトの踏み切りから越えて若草のほうへ曲が

って、すぐ左折しなければならないという、あの道路。あの道路は以前にも大型がすれ違えな

いということで中央線を直したという、そんなことがございましたよね。そのちょうど逆の現

象起きまして、踏み切りを越えて左折しようとするときに、車はかなりスピードを上げて曲が

るのですね。実際には、そこですぐ曲がると、すぐに横断歩道がございますね。それで、そこ

の場所で２度ほど同じ人が転んだというそんな話を聞いて、え、そうだったのと聞いたら、い

や、ほかにもヒヤッとした転んだ人がまたいるのだという話があったのですよ。それで、何で

かなと思ったのですよ。そして、行って、実際に見てみたのですが、踏み切りのほうから左折

しようとしたときに、あそこにオンコの木が角にあるのですね。若草のほうから来るときは何

でもないのですけども、踏み切りのほうから左折するときにあの角にオンコの木が３本かそこ

ら立っているのですね。確かに、横断歩道の下のところに立っている人は見えづらいことは確

かなのですね。それに、スピードをどのぐらい出すかわかりませんけども、踏み切り越えた車

がスーッと曲がってくると。ぶつかる寸前でひっくり返ってしまったと。こういうことが起き

ているのですね。それで、これは何とかしなければならないなと。私も冬道あそこを左折し終

わったときに一気にスーッと曲がると、サーッ横に滑る道路なものですから、やっぱり危険だ

なとは思う道路ではあることは確かなのですけどね。そうなると、立ち木の枝をはらうか、そ

こら辺の見通しがいいように整備をしてもらうか。横断歩道をもう少し奥のほうへずらしても

らうなんていうことはちょっと不可能なのかなとは思うのだけども、その辺の安全対策が気に

なったのですけれども、そのあたりの調査をお願いして、善処をしていただきたいと思うので

すが、いかがなものでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 早速、現地確認の上、検討させていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 前に取り上げました街路樹で見通しがよくないとか、落ち葉がだめだ

とかということでプラタナスの木なんかの整備もお願いしましたら、今、落ちる前にきちんと

整備をしてもらっているということで、その辺は大変感謝をしております。 

 今の時期、枝が伸びてきて、そういう曲がり角だとか、そういう見通しのきかない場所とい

うのが出てくるのではないかと。これはまちの木だから、みんな勝手に剪定するわけにはいか

ないので。そういう場所が、そのほかに係のほうへ出ているところというのはないのかどうな

のか。そういうところをどんなふうに気をつけられているのか。その部分だけ一つ聞かせてく

ださい。 

○委員長（及川 保君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 先ほどもちょっとお話させていただいたのですが、道路のパトロー

ルなんかのときにそういうものも気をつけて見るようにしているということと、あと、住民の

方から電話なんかいただいて、現地確認の上でこちらのほうで木を切ったりすることなんかも

結構ありますので、気づいたときに対応しているというような状況でございます。 
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○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

 それでは次に進みます。94 ページ３目公園費から98 ページ６項住宅費３目住宅建設費まで。

決算書は 145 ページ 150 ページでございます。 

質疑のございます方はどうぞ。よろしいですか。 

 それでは次に進みます。９款消防費に入ります。99 ページから 103 ページまでの消防費全般

について。決算書については 149 ページから 154 ページでございます。 

質疑のございます方はどうぞ。15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 15 番、吉田です。102 ページの災害対策について伺いたいと思います。 

 １点目なのですが、同報系の防災行政無線。先ほど防衛省の予算でできたということなので

すが、これが 18 年から着工して、今、20 年から実施されているわけなのですが。このことが

できたことで、いざ、災害のときはあそこが拠点になると思うのですが、普段どういったこと

に今後ね、町民として利用ができるのか。その辺をね、とらえられているか。かなり見学、今、

されている方が多いと思うのですが。伊達にもあるのですよね。伊達も消防と確か防災のセン

ターと一緒になっているのですが、あそこは普段町民の方々がいろいろな会議とかそういった

ことにも使われているのですね。そして、子どもたちの災害に対してのいろいろな説明だとか、

そういうことでいろいろ対応しているのですが。今後どういった形になっていくのか。その辺

ちょっと伺いたいと思います。 

 それともう一点は、18 年から 19 年にかけて災害時の地域住民の一時避難場所の周知の徹底

を図るために、避難場所標識の設置をするということになって、18 年も 19 年度も予算が組ま

れて 20 年度はないのですが、これは全部終了したのかどうなのか。その点伺いたいと思います。 

 それともう一点。これと同時に、私、町長の町政執行方針が 17 年度からしかちょっとなかっ

たので見ていないのですが、17 年からずっと、この防災関係のことで町長が常に言っているこ

とは、地域ぐるみで生命や財産を守るために自主防災組織の設立をずっとやっていきたいとい

うことをずっと訴えているのですね。これはやっぱり町民の協働で町民がどう立ち上げていく

かだと思うのですが、ずっと 17 年の前からかもしれません、もう４年ぐらいずっと訴えてきて

いるのですが、今の町内会単位だと思うのですが、どのぐらいの割合で自主防災組織が設立さ

れているのか。その点について伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） ３点、ご質問がございました。まず、１点目の防災センターの今

後の活用の件でございます。先般、室蘭開発建設部苫小牧河川事務所長が議会のほうで事業の

説明ございましたが、まず、管理しているのが室蘭開発建設部の苫小牧河川事務所というとこ

ろでございます。ことしから地域町内会初め、いろいろな学校関係にもご案内して、どうぞ勉

強のために見ていただくということもできますし、国独自で白老町がやっているような出前ト

ークというのがございまして、そういうのを活用していただければ担当者が来て、樽前山の噴

火がどうあるのだとかそういった防災意識をきちんと勉強できるような形での対応はしてくれ

るというふうになってございます。そういう部分で防災センターという、ご意見あった中で愛
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称を付けながらということも考えるというふうにありましたけども、やっぱり地域に密着した

センターの活用というのも開建のほうも十分考えていきたいし、また、地域からもこういう使

い方で要望があれば、ご意見いただきたいというふうに言われていますので、やはり防災拠点

の場所ですので、防災に絡んだそういった使い方をしていきたいというふうに私どもも考えて

いますし、それでは、それを具体化という部分は、今はまだ施設を見てという状況なのですけ

ども、それをきちんと学習して、例えば３つ目にありました防災組織というのは、実はこうい

う形でできる。そういうことが、また町がそこで発信できるような、そういう使い方にしてい

きたいというふうに考えています。 

 それから、２点目の避難場所の看板でございますが、これは 19 年度で完了してございますの

で、20 年度予算では計上してございません。 

 それから、３点目の自主防災組織でございます。現在、組織率としましては、世帯数でいき

ますと 31.2％となってございます。106 町内会の数でいくとですね、29％というふうになって

ございます。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 15 番、吉田です。防災センターの使い方なのですが、防災に関してと

いうことなのですが、伊達の例を出していいかどうかわからないですけど、普通の一般の団体

の会議等にも使っていたのですね。そういった面からいくと、今、各ボランティア団体も町の

施設を利用するのにかなり使用料が上がっていますけれども、そういった面でね、無料かどう

か私はわかりませんけれども、どういった形で使うのかわかりませんけれども、いろいろなそ

ういう出前とか防災も含めたそういったものに使うときには無料でそういったことが使えるよ

うになるのか。そういった点をきちんと確認を取りながらね、町民の方々に防災を見ながら、

またそこで会議を開くとかというようなことができるかどうなのかね。その辺きちんと周知を

してというか、向こうとやり取りをしてね、そういった周知が今後必要ではないかなと。普段

はほとんど災害がない限りは使われないという施設だと思いますのでね。ただ、一般町民の方

がそういう防災に関しての知識を得るために行くのはあると思うのですが、会議室は確か別に

あると思いますのでね。そういった形で利用ができるのであれば、利用できるような形にして

もらえればなというふうに。これはこちらの勝手な言い分かもしれませんけれども、そういっ

た考えです。 

 それからもう一点。避難場所の標識の設置についてはわかりました。全部設置されたという

ことで。これは町内関係の方々が、避難する方々がきちんとその場所が、そこだということが

きちんと周知されればいいのかなというふうに思います。 

 それから先ほど言っていました、地域ぐるみの自主防災組織の設立なのですが、ずっと４年、

私が知る限りでは４年ぐらいずっと訴えてきて、できたのが 31.2％、106 町内会では 29％台だ

ということなのですが、これがなかなか進まないというのは、どういったことが理由なのか。

町内会としても、きっと、つくらないというふうには考えていないと思うのです。つくるため

の手法だとか、つくるためにどうやったらいいのかとか、それから、私のいる町内会は役場関
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係の方がたくさんいましてね、慣れていると言ったらおかしいですけど、今、設立しつつある

のですが、なかなか具体的なことでどういう問題があって、どうすればいいということを先ん

じて調べてやっていける方がいるところはいいと思うのですが、やっぱり各町内の役員の方々

が高齢化になっているところが結構あるのではないかと。そういったところの設立できない理

由もそれの一つになっていないのかなとちょっと思うのですが。できていない、なかなか進ま

ない理由と、それに対してどういうような対応をしていこうというふうにお考えになっている

か伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） まず１点目、センターの活用の関係でございます。今、あそこを

借りたいということであれば、使用料はかかりませんので無料でございます。 

 それから使い方なのですが、今、委員おっしゃるとおり、広くいろいろなことに活用しても

というお考えかと思うのですが、室蘭開発建設部のほうでは、あくまでも目的が防災というこ

となので、やっぱり目的外使用という部分は難しいというふうに言われています。ですから、

例えば町内会で防災の会議もあるし、ちょっとお祭りもあるしと、そこまで厳密は言わないけ

ども、そういう会議も防災でもあるのだということであれば、その辺は柔軟に対応するという

ことの考えをいただいております。その辺はまた機会を見ながら周知はしていきたいというふ

うに思います。 

 それと２点目、防災組織率がなかなか上がらないという理由でございますが、私ども、いろ

いろなことでとらえてはいるのですが、まず一つは、やはり白老町は住民参加のまちづくりと

いうのかな、町民がやっぱりまちづくりに参加するというのは非常によそのまちと比較してす

ぐれているのではないかなというふうに考えています。そういう中で防災組織どうですかとお

話しても、うちの町内会はもうちゃんとしっかり体制できているから、そういうことがあって

も大丈夫よという、変な期待感みたいなものがあるのではないのかと。実はそこに大きな落と

し穴があるということで、私どもはそうではなくて、災害起きたら、まず逃げようと、逃げる

のが一番だよということの声かけから、やはり組織をつくっていかないと、最初から組織体制

をつくって、きちんと何班と。これもすばらしい、大事なことなのですけど、そういうところ

から入ってしまうと、今、委員おっしゃるとおり、なかなかそういう部分たけていないのに難

しいよという、こういう考えが返ってくるものですから。まず逃げようと。実は、竹浦町内会

そうなのですね。まず逃げるところで隣の人に声かけて逃げようと、そこから始めようと。そ

れで、そういうことを私どもも大変勉強になったので、今、自主防災組織つくるときにね、ま

ず逃げるのだから、隣に声かけようと。あそこのおばあちゃん足悪いから、ちゃんと覚えてい

て、班長さんがそこ声かけようと。そういうところから組織ってつくりませんかと、こういう

呼びかけをしています。全道で今 45％の組織率なのですよね。やっぱり全道平均までもってい

きたい、それ以上にもっていこうというふうにやっていますので、そういう部分から声をかけ

て広げていきたいなとこのように考えております。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 
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○委員（吉田和子君） やっぱり最初の組織づくりは声かけ、誰が声をかけるというところか

ら始まっているところと、それから、災害訓練ができればいいという考えのところから始まっ

ているところがあるような気がするのですね。そういったところをそれでは、私、先ほど心配

した高齢化とか、そういったことで進み方が悪いということは余りないということですね。た

だ、組織的なものでのつくり方がいまいち進まないという形だと思うのですね。そういった部

分ではやっぱり今の課長の話を伺うと、かなりやっぱり町内会に入って行っているのかなと思

うのですが、私はやっぱり何のための目的なのかということをしっかりまた明記しながら、そ

れは一人暮らしの人とか大変な人をどう助けて逃げるか、安全な所へ行くかということが大き

な目的だと思いますのでね、そういったことをもう少し徹底をしながら、もっと入り込んでい

くというかね、いろいろなところで訴えながら、そういった組織づくりを進めていくべきでは

ないかなというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） 今、委員からいただいたご意見も参考にしながら、今月末に予定

されています、まちづくり懇談会、そういった機会も、実践されている町内会の例を挙げなが

ら、もっともっと組織率拡大に努めていきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

 それでは次に進みたいと思います。10 款教育費に入ります。104 ページから 112 ページまで

の１項教育総務費、２項小学校費全般について。決算書については 153 ページから 160 ページ

でございます。 

質疑のございます方はどうぞ。14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 14 番、氏家です。108 ページ、学校図書館の支援センター推進事業に

ついてお伺いいたします。これは平成 18 年度からの３カ年事業という形で進められてきた事業

だと私はとらえておりますけども、平成 19 年予算措置として 498 万 9,749 円と。これは、この

事業を実施した形の中で学校図書館が今までとどう変わってきたのかと。その成果についてお

聞かせ願いたいと思います。 

 それからその成果を受けて、また一つ質問をさせていただきたいと思います。教育長の執行

方針の中で起業家教育のことが触れられておりました。これは平成 18 年度、また、平成 19 年

度では予算立てはされておりません。今まで起業家教育をやってきた形の中で教育長はこの職

業観を育む中では本当に大切な授業であると。それで、これが今どういった展開をしているの

か。それについての質問をさせていただきます。 

○委員長（及川 保君） 本間学校教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君） まず、１点目の学校図書館支援センター推進事業についてで

ございます。今、氏家委員おっしゃられました、平成 18 年度、19 年度の２カ年という事業と

いうことでお話がございましたけども、これは 19 年度、20 年度の２カ年の事業でございます。

それで、先ほどお話ございましたとおり、19 年度については主要成果説明書の中にも記載して

いるとおりでございますが、約 500 万円弱の国庫支出金をいただきまして、主には学校図書館
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支援スタッフ、司書の資格を持った３名を臨時職員として採用して、学校図書館の整備充実に

努めてきたところであります。なお、先般、総務文教常任委員会の所管事務調査の中でも、各

学校図書館のそういった実態を調査していただきました。そういったところからどういった状

況になっているかと言いますと、さかのぼって言いますと、17 年度に嘱託職員として１名だけ

配置して、その後、先ほど言ったとおりの国の事業を受けて学校図書館の整備をしてきたとこ

ろでございますけども、我々としては、そういった学校図書館の整備充実がこの数年で相当図

られてきたというような自己評価はしてございます。 

 それと、起業家教育の関係でございますけども、19 年度の決算の中には含まれてございませ

ん。というのは、19 年度につきましては、北海道経済産業局のほうから補助をいただきまして、

町内で言いますと商工会の事務局が事務局として、その事業を実施していただいたと。全般的

には学校教育課のほうでそういう仕掛けだとか、そういうことを連携してやってきてございま

す。そういったことから言いますと、道内での起業家教育、キャリア教育も含めまして、道の

経済産業局のほうからの評価といいますのは、白老町ではやっぱりトレーディングゲームを初

め、そういった起業家教育に積極的にかかわっているというような評価をいただいた中での 19

年度の事業でございました。ただ、今後それではどうするかというところが今後の課題でござ

いますけども、トレーディングゲームなんかの講師の方々が８名ほど、やはり専門的に知識を

得た方々がおりました。そういう方々を積極的に活用した中で今後も進めていきたいというふ

うには考えてございますけども、具体的にそれでは、今後どういうふうに進めていくかという

ところまではちょっと私のほうから即答できないという状況でございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 14 番、氏家です。今、課長のほうから説明ありましたとおり、19 年度

予算で約 500 万円の予算措置がされて、今まで課長の説明にもあったとおり 17 年から司書を１

人置いてね、それで今回、３人の新たな司書を配置して、この１年間で学校の図書館というの

は大きく変わったのですね。本当に明るくなって、そして、使いやすい図書館に生まれ変わっ

たと。そういっても過言ではないほどの変化がございます。それは、今までも図書ボランティ

アの方々、それから 17 年から配置されている司書の方、そういった方々によって学校の図書室

というのはどんどん変わりつつあったのですね。変わりつつあったにもかかわらず、やはり司

書を置くことによって、学校図書館というのはこうなのだと。子どもたちにとってこうだ、子

どもたちはこうやって使っている、明るく。そして、利用度が全然違うのですね。ですから、

私が言いたいのは、今回、20 年度の中では一般会計から 120、130 万円で予算措置をされてね、

昨年ほどではないですけども 370 万円ほどの予算の中で事業を実施されていると。これが来年

度以降、断ち切れてしまうのではないか。せっかくここまで来たものをね、それでは、来年度

もう予算つかないから、こういった司書の方々はもう配置できませんで終わってしまうものな

のかどうかですね。そこがすごくやっぱり心配される。子どもたちの教育の中でこの学校図書、

町長もこの学校図書の部分についてはすごく力を入れていただいていると私は思っていますけ

ども、蔵書の整理だとか、いろいろな専門的な知識が本当に必要な部署なのですね。できるこ
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とであれば、生徒たちが読みたい時間に図書室が開いているということがすごく一般的に理想

であります。それで、やっと白老町の教育の現場の中で学校図書館というのが見直されて、こ

こまで整備されてきたものを来年度以降、本当に継続していただきたいと私はそういうふうに

考えています。この司書の人件費の問題がやっぱり一番大きな問題になってくると思うのです

けども、その辺についての教育委員会としての考え方、今一度お考えをお聞きして、今後の学

校図書についての考え方を聞きたいと思います。 

 それから、起業家教育についてのお話です。この起業家教育については、多分この起業家教

育、北海道で実施しているのは今、白老町だけではないのかなと私の頭の中ではそう思ってい

ます。今まで実施されていた岩見沢市もこの事業からは撤退していると。なぜかなと、僕、よ

く考えるのですよ。この事業がなぜ、各方面で受け入れられていないのかなと。これは、教育

長も執行方針の中で言われている、起業家教育だから起業家を育てる教育だという感覚の中で

どうしてもとらえがちだと僕は思うのですよ。小学生のうちから起業家を育ててどうするのだ

という話だって絶対出てくるわけです。でも、これはね、根本的に僕は違うなと思うのは、こ

の起業家教育という名前自体がおかしい話でね、この内容自体は人を育てる事業なのですよ。

いや、僕が思うにはですよ。人を育てる事業で、人生観だとか、一人一人の個性を見出す場で

あったり、それからコミュニケーションのとり方、または、対人関係のはかり方を学ぶ場なの

ですね。そういうとらえ方をして、例えば教育の現場に持ち込んだときに、それはやっぱりコ

ーディネーターだとか、講師の方、それからそれに携わるスタッフの方、学ぶ側の子どもたち

の考え方でガラッと変わります。これは、今、白老町の中で僕はできているような気がするの

です。今、スタッフの養成だとか、講師の養成、それからボランティアと言いますかね、そう

いった方々のお手伝いの方々の養成を今までずっと教育委員会の中でされてきたと私は考えて

おります。それが、今年度に至っては札幌までね、白老町だけではなくて、そういったスタッ

フの方々が札幌にまで足を運んでね、向こうの学校でそういった授業を展開しているという話

も聞いております。これはすばらしいことですよ。だから、僕はね、この起業家教育という部

分を名前だけで覆いたくないのですよね。もし、例えば経済産業局のほうからの助成金が断ち

切れたと。これから先、そういった形の中での助成金がないとしたときに、教育委員会として

何らかの形の中でこの起業家教育を残していきたいとするのであれば、ぜひ、この起業家教育

という名前を消していただいてね、継続してもらいたいと私は考えるのですども、その辺につ

いての考え方を。 

○委員長（及川 保君） 本間学校教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君） まず、１点目の学校図書館司書の関係、または、地域の図書

ボランティアの関係の、次年度以降どうするのかというようなご質問だったかと思います。私

としては、やはり、先ほどから申し上げましたとおり、17 年度に嘱託職員を１名配置して、国

の委託事業を２カ年受けて、相当子どもたちにとっては環境的に整った学校図書館が全校で整

備されつつあると。まだ完璧に整備したというまでには至っていないとは思っていますけども、

今後さらにということで申し上げれば、やはり国の委託事業が今年度で終わりますので、その
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後はやはり一般財源も含めた中で考えていかなくてはいけないのかなというふうには思ってお

りますけども、ご承知のとおり、財政状況等ございますので、その点については次年度の予算

編成の中で教育委員会内部でも議論いたしまして考えていきたいというふうに思っております。 

 それと、２点目の起業家教育の関係につきましても、非常に氏家委員のほうからお褒めの言

葉というふうに、私は今、とらえているのですけども。確かに昨年度、道の経済産業局のほう

から採択された中では、非常に道内でも白老町が先駆的な役割を果たしているということでの

評価もいただいた中での助成をいただいてやってきたということでございます。確かに、人生

観だとか、個性を学ぶというようなことでは必要な、大事な教育の一環だというふうに考えて

ございます。ただ、これもやはり財政状況だとか、その辺のことも踏まえながら継続の方向で

は考えてはいきたいと思っていますけども、それでは、どういう形で少ない予算の中で今まで

やってきたことをマイナスにしないような形でいけるかというものも今後、内部で協議してい

きたいというふうに考えております。以上です。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 14 番、氏家です。最後になります。学校図書については、僕は学校図

書だけに限って、この話をしているわけではないというふうにとらえていただきたいと思いま

す。学校図書、それから町立図書館、それから町が始められたブックスタート、これは、ブッ

クスタートが始められた年に生まれた子どもさんたちが来年ですか、確か１年生に上がってく

るのですね。これは、読書推進の推進計画の中の、そういった計画に基づいた継続性のあるも

のだと私はとらえております。これが、ブックスタートはブックスタート、また、学校図書は

学校図書、それから町立図書館は町立図書館というね、そういう考え方ではなくて、本の大切

さというものをね、一般質問でも同僚議員がお話していましたけどもね、やっぱり本の大切さ

を一つ、白老町のイメージアップにつながると言ったら変ですけどもね、白老町はこんなに本

を大切にして、本を読む方がたくさんいるのだということをやっぱりアピールする点でもね、

継続性のある事業を展開していただきたいなと私は思うのです。そのためにも、今回、学校図

書で得られた成果というのも、今、課長の言葉からね、実感として成果を得たという言葉と私

は受け取りましたから、そう言っているのですけどもね。これからのやはり学校図書の整備に

ついては、このまま断ち切れるのではなくて、やはりある程度の予算措置は必要でしょう、た

だ、今まで４人スタッフでやっていたものが、また急に元の体制に戻るような形になってしま

えば、それは余りにも過酷な状況になってしまうと。10 校ある学校を、また一人の司書で見な

くてはいけなくなるのかとかね、そういった問題もこれからの議論の中でしっかり考えていた

だきたいなと私は思っております。 

 それから、起業家教育について。これは別に褒めているわけでも何でもなくて、実際、教育

行政の中においてね、こういった起業家教育というものをどうとらえているのかということを、

僕はまず１回腹に据えてほしいのですよ。これは教育長もわかっているはずです。いろいろな

こういった事業を行ったときにアンケート調査をとっているはずです。そのアンケートの中で

子どもたちがどういった興味を示し、また、どういった感想を言っているのか。そういったも
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のも多分まとめられていることでしょう。それについての言及は、今回はしません。ただ、そ

ういったことにかんがみても、この事業というのは、例えば今までのスタッフの養成、ボラン

ティアの養成、いろいろな人材育成をしてきたのですね。してきたのであれば、あと必要なの

は教材なのですよ。教材をどう確保していくのかと、この一点になってくるわけですね。です

から、あとは町のボランティアの方々、今まで育ててきた人材の方々に任せて、教材は何とか

予算措置すると。50 万円までかからないのかな。ちょっと僕もざっとはじいたことないですけ

ども、その辺は、皆さんのほうがよく詳しいのではないでしょうか。10 校すべてを賄う部分で

のね、教材費についての試算というのは、皆さんのほうがよく詳しいと思いますので、今後も、

これは北海道から注目されている、また、白老町外、札幌、旭川、道内のいろいろな学校から

注目されている事業だと私は考えていますのでね、それについてしっかりともう一度議論して

いただきながら、予算措置、確かに財政厳しいです、ただ、教育の部分と、それから読書、そ

ういったブックスタートから始まっての歴史のあるこういった事業については、しっかりと継

続していけるような体制を取っていただきたいと思いますが、その辺についての最後の答弁を

いただいて終わりたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） ２点ほどのお話が先ほどからありました。図書館、図書活動と言い

ますかね、総体的には図書活動ということでのお話。前段としては、学校図書館のお話から来

ておりますけども。まず、今、１回目、２回目で言われました考え方については、本当にその

とおりだなというふうには私どもも思っています。あとは手法をどうするかというような話で、

先般の一般質問でもお答えしましたけども、先ほど委員が言われたとおり、そのもの、そのも

のの単体でとらえなくてね、全部連携していますよというようなことも一般質問でお答えした

とおりなので、考え方はそのとおりだと思います。それで今、若干遅れていますけども、白老

町の子ども読書活動推進計画、これは今、関係部署で練っております。当然、その中には今、

言われた、図書館の活動、読書活動、それと、読み聞かせ活動、あるいはブックスタートも当

然入っています。それから学校図書館での活動、これも入っています。学校の活動で行ってい

る朝の読書活動。当然そういうことも含めて、いわゆる、子どもにかかわる読書活動といいま

すか、それは当然、各所管といいますか、その部署、部署で連携した中で一体的な子どもの読

書活動というようなとらえ方で推進計画を立てていきたいと思っておりますし、考え方はその

とおりだというふうに思っています。 

 ただ、司書の配置、これは補助事業として２カ年やりました。補助が終われば、それでは、

どうするのかというのは、こういう今、事例で挙げた図書活動に限らず補助事業というのは、

全部が、補助が終わった次の年どうするのかというのが一番問題でしてね。今、実際に言える

のは、国の補助が２カ年で終わって、それでは、来年はどうするかというような話はもうはっ

きり見えている話なのですけどもね。ただ実際に、それでは、その分を同等に、ことしと同等

に人員をつけて、人件費をつけてというのは非常に現実的には難しい問題だというふうに思っ

ています。ただ、この２カ年で学校図書館も今言われたとおり、子どもたちが使いやすいよう
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な、あるいは見やすいような整備をある程度終わりましたのでね、今後はそのものを生かした

中でどう維持していくかと、また、向上させていくかというようなものは問題になってくるの

かなと思っています。今、はっきり言えるのは、17 年からつけている嘱託の学校司書、これに

ついては継続していこうかなというふうには思っていますけども、補助事業でやった３人につ

いては、今、現段階ではなかなか厳しいものがあるというふうに押さえています。 

 いずれにしても前段で言いましたとおり、学校図書館に限らず町立の図書館、それから各種

やっているブックスタートも、これは子どもたちのコミュニケーション、母親とのコミュニケ

ーションという場を健診の場を借りてやっているということで言えば、健康福祉課も含めて関

係課と連携を取って子どもの読書活動の推進をしていきたいというふうに思っています。 

 それから、２点目の起業家教育のほうですけども、そのとおり、いいこと言うなと思うのは、

ネーミングが余りよくないのかなと。起業家を育成するための講座ではございませんのでね。

執行方針でも言っておりますとおり、そういう職業体験、そういう金融意識の中で子どもたち

のチャレンジ精神、それからコミュニケーション能力向上、あるいは想像力の向上ということ

での狙いはそういうところにあると。決して、起業家を育成するための事業ではないというよ

うな、今言われたとおりだと思います。あとはどういうふうに手法をもっていくかと。今、言

われた予算づけの話も、どの程度かかるのかちょっと私のほうも把握しておりませんけども、

手法をどういうようなことで持っていけるのかなということも検討しながら、子どもたちの職

業体験、あるいはトレーディングゲーム等々を通じた中でのお金を含めた職業体験といいます

か、そういうような育成には、方法を含めて教育委員会の中でもまた検討していきたいという

ふうに思っています。ちょっと答えがストレートに伝わったかどうかわかりませんけども、総

括的にはそのように思っております。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） ３番、西田祐子でございます。108 ページの学校図書支援センター、

それから 110 ページの小学校の教育振興一般経費の中の 18 番の備品購入費のところとか、図書

のことについてお伺いいたします。 

 先般も一般質問させていただきましたけれども、そのときに役場側の答弁で 18 年度の図書に

対する交付税が 425 万円で予算が 169 万円。19 年度が、交付された金額が 673 万円で、予算が

163 万円だったというふうに答弁いただきました。また、蔵書数が小学校で３万 1,543 冊。１

校平均にしますと 5,257 冊。中学校が１万 8,733 冊で１校平均が 4,683 冊なのですね。これは

文科省で言われている１校当たりの平均の蔵書、理想の蔵書数、確かこれは学校図書標準算定

早見表、もちろん教育委員会のほうはご存知だと思いますけども、これに全然足りないわけな

のですけれども、この辺はどのようにとらえていらっしゃるのかということが、まず、お一つ

お伺いいたします。 

 それと、この蔵書のことにつきましては、文科省のほうから平成 14 年度から５年計画で総額

650 億円の学校図書の図書計画の整備を一層進めるということできているわけなのですけども、

それが 14、15、16、17、18 と 5 年間終わりまして、19 年度からまた新たに５年計画でされた
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のですよね。その調査結果というのが今年度の４月 21 日に出ておりまして、調査対象は市町村

小学校及び中学校、県立の特別支援学校ということで、調査項目が図書購入費、基準財政需要

額、予算措置額が基準財政需要額に満たない理由というのがあるのですね。その調査結果とし

て、前の５カ年計画の最終年である平成 18 年度予算においては、基準財政需要額総額約 131

億円に対する予算措置率は 120.7％、約 158 億円であった。新しい５カ年の初年度ある平成 19

年度においては基準財政需要総額約 200 億円に対する予算措置率は 78％、約 156 億円にとどま

ってしまったと。その大きな理由の一つが、各市町村の財政が厳しいからだということがほと

んどのところの答弁で、特に北海道におきましては非常に財政措置されている金額が低くて、

特に白老町は、18 年度で 40％、小中学校合わせてですね。19 年度におきましては 24.3％。こ

れは胆振管内のところと比べましても非常に低いのですよね。隣の登別市に至っては、ものす

ごいですね。18 年度は 116.7％ですから。ほかの市町村と比べるわけではないのですけども、

少なくてもこういうふうに予算措置をしてくださいというふうに国のほうから来たものに対し

まして、なかなか使えていない。それで、文科省のほうとしまして、何とか予算措置している

のだからなるべく使ってくれと、ちゃんと本を買ってほしいというようなことが来ていると思

うのですけれども、その辺がなかなか使えていない、その理由を２つ目にお伺いいたします。 

 ３つ目に、先ほど同僚委員も質問されましたけども、学校司書というのでしょうか、図書司

書というのでしょうか、それを早急に各学校でそろえていただきたいと文科省のほうから来て

いるはずなのですけど、なかなか配置が進んでいないと。その措置を今、全国平均では大体６

割であると言われていますけれども、白老町内においてはどのような状況になっているのか。

この３点をお伺いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 本間学校教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君） ３点ほどございましたけども、図書の１校当たりの整備率で

ございます。確かに一般質問の中でもそういうご質問をいただきましてお答えしておりますけ

ども、いわゆる古くなった図書だとか、そういうものについての入れかえだとか、そういうこ

とによって全体の図書の整備率といいますか、蔵書数については大幅にはふえてございません。

ただ中身として、そういう形でいいものを取りそろえているというような状況になってござい

ます。 

 それと同様に２点目も交付税措置はされているのですが、交付税につきましては、一般質問

のときにも経営企画課長のほうからお話ございましたとおり、要するに、いわゆるまちづくり

経費として一定のルールに基づいて交付されると、その中に図書のことだとか、そういうこと

が入ってきていると。そういう中で、いわゆる一般財源でございますので、その中で満度に使

える状況なのかというようなことも含めて、我々も予算要求しておりますし、予算編成してい

るということで、本当は満度に使いたいところですけども、やはり財政状況の厳しいところに

ついてはそれらを勘案しながら予算措置しているということでご理解いただきたいと思います。 

 それと、学校司書の配置状況でございますけども、全国当たりの話がございましたけども、

本町においては、学校図書館司書を一般財源で１名嘱託職員として配置してございます。くど
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いようですけども、先ほどのご質問にあったように、19 年度、20 年度の２カ年の事業の中で国

のほうから委託していただいて、３名の支援スタッフを雇っているということで、学校図書館

司書については町費単独で１名を配置しているという状況でございます。今後についても、先

ほど教育長のほうからもお話ありましたとおり、今の学校図書館の状況をマイナスの方向に持

って行かないような状況で今後の予算編成等で考えていきたい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） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） ３番、西田祐子でございます。苦しい答弁内容だなと思いながら伺っ

ておりました。実際問題としまして、学校図書のお金というのは確かに交付税措置されていま

すから、これにどうのこうのってね、絶対本を買わなければいけないというわけではなくて、

財政が厳しいのだから、こちらのほうに充用しましたと。その言い分はわかります。でも、現

実的に、先般も私、一般質問させていただきましたけども、やはり全国の学力テストの結果を

踏まえて、文科省では 19 年度の結果を踏まえて、きちんと読書量と学力とは比例するのだと。

その読書量を満たすためには、それなりの蔵書が必要であると。それも古くなった本ではなく

て、子どもたちが今、求めている本をきちんと与えるのが必要であると。そういうものをたく

さん読むことによって、子どもたちは学力向上になっていく。ただ勉強ができればいいのでは

ないのだと、考える力、想像する感性、そういうものを育てていくのだ、それが人間を育てる

のだ、それだからこそ読書が必要なのだというふうな考え方で文科省がわざわざ５年計画、さ

らにまたね、後の５年、総合 10 年計画で義務教育の蔵書をふやすようにということでやってい

ると思うのです。それで、地域の力で学校図書を考えるって、確かこれは９月５日ですか、文

部科学省のほうから、学校図書というものをもっと地域みんなで考えましょうということで、

確か、いろいろな専門家の人たちを集めた専門機関というか、会議をつくったはずだと思うの

です。そこの中で、たまたまインターネットを調べましたら、こういうようなものが出てきた

のですけれども、そこの中で言っていることは、ぜひ、予算を使ってほしいと。そして、そこ

の中でＰＲのパンフレットもつくっているのですね。リーフレットもつくっていて、そして、

確か各教育委員会に、全国都道府県、市町村まで教育委員会に送付したと、配布したと載って

おりましたので当然受け取っていらっしゃると思うのですよね。そこの中で学校図書館を充実

させるための 10 のチェック項目、こういうものまでつくって文科省はやっているわけなのです

よね。そこの中で白老町が、大変申しわけないけども、先ほどの数字みたいな学校図書の使い

方をしていてね、いい本を少しだけ買っていますというのはね、私、非常に言いわけではない

かなと思うのです。申しわけないけどね、19 年度の予算で 673 万円のうちから 163 万円。つま

りね、あとの 500 万円ちょっとのお金は一体どこに行ってしまったのということになりますよ

ね。申しわけないけど、673 万円のうち 500 万円は本買いましたと、残りの金はほかに使わせ

てもらいましたというのなら話わかるけど、ちょっとこれでは本末転倒過ぎると思うのですけ

どもどうなのでしょうか、理事者の考え方、または、教育長の考え方。私は担当課長の考え方

を聞いているのではないです。これは決算委員会ですから、こういうような予算の使い方をし
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てよろしいのでしょうかという、そういう姿勢をお伺いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） ただいまのご質問は一般質問のときにお答えしたというふうに私ど

もも思っております。多分、趣旨は同じような質問だと思います。それに答えるのは、一般質

問でお答えしたとおりでございます。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） 一般質問のときも西田委員はまだちょっとご納得なされてい

ないというような感じで承っておりました。そんな中で、教育費の中で一般財源化されている

ものが随分たくさんあります。それで、私たち財政当局のほうにも実は、こうこう、こういう

ものを一般財源化しましたという通知が来ているのですよね。そういった中で私たちが確認し

ながら、今の財政力に合った形で予算配分してございます。その結果、先ほど西田委員おっし

ゃった、平成 14 年に 650 億円という話、その辺の数字は私、とらえてございませんけども、新

財政改革プログラムの 12 ページに地方交付税の推移が載ってございます。これは平成 14 年度

に 39 億円と。そして、平成 18 年度におきましては 34 億円。そして、19 年度では 31 億円と。

そういう推移をたどっているのです。ですから、文科省のほうでそこの部分に上乗せしたとい

う積算上はやっているのですが、その代わり、ほかのところを実は削ってしまっているのです

ね。だから、ほかのところで町もいろいろな施策を展開していますから、650 億円上乗せして

も、ほかのところにかけるお金を急ブレーキかけるわけにいかないのです。だから、そこのと

ころを理解していただきたいなと思います。総枠を文科省でふやした分だけボンと上乗せして

くれるのだったら、それはね、実現可能かなと思うのですが、実はそういう仕組みになってい

るということでご理解いただきたいなと思います。以上です。 

○委員長（及川保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） まず、子どもたちにいい本を与えるというのは、今は本当に大事な

ことだというふうに考えています。教育委員会は平成 15 年から小学校、中学校に巡回図書とい

うのを小学校 100 万円、確か中学校 100 万円という形で経常費のほかに臨時事業として３カ年

間事業を進めてきておりますし、また、財政事情の関係もありまして、19 年の決算にも載って

いるように国の補助をいただいたり、あるいは、北海道立図書館から 2,000 冊を借りてくると

か、そういった活動をしながら、やりくりしながら、お金をかけなくても子どもたちに本を提

供することはできるだろうという、そういう工夫なんかもしてきております。また、本を買っ

ただけで子どもたちは本当に本と親しめるかというようなことで、平成 17 年から学校図書館司

書を採用したり、そういった工夫をしながらきております。また新たな国の補助があれば、そ

ういったものを国にお願いして補助をいただくようなことも考えながら、経常費についても、

努めて図書購入について、これは本当に考えていく必要はあるかなというふうに考えています。 

 それで、学校の標準蔵書数というのは、クラスの数、あるいは特学の数によって、学校の規

模によって、その蔵書数というのは標準数が変わってきますのでね。総体で平均という見方は

ちょっと当たらないのかなというふうに考えていますけども、大体、萩野小学校あたりはほぼ
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100％に近い蔵書数になっているかなと。地域の方々が寄付をなさっている地区については蔵書

数は多いというふうには考えております。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 今回は決算委員会ですので、その後の細かいことにつきましては、ま

た一般質問のときにさせていただきますけれども。 

 私は今回しつこく、このことを言わせていただきましたのは、そのときの学校図書のことに

ついてのホームページに載っていた片山さんという前の鳥取県知事、あの方が座長さんなので

すけど、その方がすごくいいことをおっしゃっておられたのですよね。地方議会において、ど

この全国の自治体の市町村においても道路のことになると議員あげてね、全員でね、ワーワー

大騒ぎすると。何とかしろという意見は山ほど出ると。だけども、学校の図書については誰も

何も言わないと。道路も大事だ。だけれども、本は人を育てるのだ。次の世代を担う人間を育

てなかったら、そのまちは、自治体は滅びていくのだ。だから、本が大事なのだ。そういうこ

とをこのホームページを読んだ方々はわかっていただきたいというようなことを書かれていた

のですね。私も、本当にそうだよなと。人を育てなかったら、私たちのまちはなくなっていく

のだよな、本当にいい人間を育てたい、そういう思いから、大変きつい言葉になりましたけれ

ども、何とか学校の図書をきちんとそろえていただきたい。いい本をそろえていただきたい。

そういう思いから、まず、質問させていただきました。 

 それで、お金が足りないなら足りないなりに、いろいろな工夫をしている学校があるのです

ね。私もちょっとある高校で、北海道栄高校なのですけど、お金がないから何とかしてほしい

という話から、50 万円ぐらいなら予算ありますよという話の中から、それでは、新刊を買った

ら 50 万円なら大したことないと。それでは、学校の先生がボランティアで札幌とかそういうと

ころへ行って、古本屋に行って、新品同様の本を探してきますと。それには２、３年かかりま

すけれども、それで買ってよろしいでしょうかということになったのですね。よろしいのでは

ないですかと。最初の 50 万円ほどの予算が、新品の本を買えば約 500 万円以上の金額。そうい

うような工夫をされているところもあります。また、別な中学校では、子ども一人に 2,000 円

の図書券を差し上げるそうなのです。そこはちょっと大きなまちなものですから、自分のまち

に本屋さんが何軒かあるのでしょうけど。白老町でできるかどうかはまた別なのですけども。

自分の区域内、自治体の区域内の本屋さんに行って、その図書カードで本を買うと。自分の好

きな本を買う。そうすると、その本を買った後に、自分が読んで、感想文を書いて、この本は

こういうところがすばらしいから読んでくださいといって、そして、学校の図書館に置くと。

そういうような形をしているそうなのですね。実際にそこも予算がなくて、全然お金がなくて、

本を買うことができなかったと。ところが中学生にそれを買ってもらうことによって、最初は

子どもたちがうまくいかなかったのだけども、そのうち自分が読んで、誰かに薦めるための本

なので真剣になっていい本を探してくるというのですね。それは、自分たち自身、子どもたち

自身が時間を手間をかけて、そして、本を買ってくる。そういうようなことによって、その本

を今度、薦められた子どもたちがまた喜んで読む。そういうすばらしい図書館になっていった
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という事例があるのですけども、そういうようなことまで考えて、ぜひ、やっていただきたい

なと。先ほど、図書の策定計画も今つくっていると言っていましたけれども、平成 20 年度３月

現在で全国の自治体で 23％がまだ策定にも入っていないという計画になっていましたけれど

も、白老町はいつまでにでき上がるのか。最後の質問とさせていただきます。 

○委員長（及川 保君） 飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君） 今の計画についてのお答えをいたしたいと思います。先ほど

教育長からお話ありましたように、職員一丸となって取り組んでおりまして、現在、11 月末前

後をめどにつくり終えたいということで、今、取りかかっている状況でございます。既にもう

できていまして、その期限が既に 19 年度末で終わっているものですから、次の改定を今現在つ

く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） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時１３分 

                                         

再開 午後 ２時２９分 

○委員長（及川 保君） それでは休憩を閉じて、委員会を再開いたします。 

 ほか、質問ございましたらどうぞ。15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 15 番、吉田です。手短に、簡潔にお聞きいたします。まだ聞きたいこ

とあったのですけど、一つだけに絞ります。ＡＥＤの設置のことで伺います。107 ページにな

るのですが、ＡＥＤの設置について。19 年度は５校とはまなすスポーツセンターの６カ所とい

うことで決算書に載っているのですが、現在までに設置された状況、それから今後の計画につ

いて伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 本間学校教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君） ＡＥＤの設置状況についてのご質問でございます。18 年度に

つきましては、総合体育館と温水プール。それと 19 年度、昨年度につきましては、町内の４中

学校と緑小、はまなすスポーツセンターに設置してございます。それと今年度ですけども、民

間さんからも寄贈いただきまして、社台小学校と竹浦小学校に設置してございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） このＡＥＤの設置なのですが、20 年度は予算、確か載っていなかった

と思ったのですね。設置の状況が終わったのか。苫小牧市さんは白老町よりかなり遅れていた

のですけど、一気に取りつけを行っております。だから、白老もすれということではなくて、

20 年に予算が載らないということは、必要ないというふうにとらえたのではなくて、財政的な

ものかなと私もとらえたのですが、これはやっぱり計画的にやっていくべきだろうというふう

に思います。あるところとないところの差があっては、私はいけないような気がするのですね。

そういったことでは、今後きちんと計画をもってやるべきだということが一点と。 

 それからもう一点。各施設、学校以外の。学校には、私、置けないと思うのですが、役場の

自動販売機にＡＥＤの設置されたものがありますよね。私、これは大いに活用すべきだという
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ふうに思っているのですね。ということは、ほかのほうの公民館だとかいろいろな施設は自販

機置けますよね。そういった形で置くことが、これは販売店のほうの、置くほうの業者の考え

もあると思うのですが、こういった働きかけをしながら、やっぱり一つでも多くの施設に設置

されていくことが大事だと思うのですが、その辺のお考えを伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 本間学校教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君） 私のほうから小中学校の学校施設に関して、まず、お答えさ

せていただきたいと思います。今、言った中で未設置校については白老小学校、萩野小学校、

虎杖小学校の３校でございます。あと７校については、先ほど申し上げたとおりでございます。

今後、早い時期に財政状況も勘案しながら、早急に設置していきたいというようなことも考え

てございます。若干長くなりますけども、ここに配置しなかったというのは、先ほど委員おっ

しゃったように、例えば白老小学校については役場庁舎の中に設置してあるというようなこと

で、有事の際は即持っていけるだろうとか、そういうことも考えての、地域バランスも考えて

の設置で学校は設置してございます。そんなこともありますが、結果的には学校についてはま

だ３校設置していないところもございますので、その辺は今、委員おっしゃったようなことも

踏まえて検討、協議させていただきたいというふうに思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） 岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） そのほかの公共施設のＡＥＤの話がございました。役場のほうは

事業所さんからの申し出と言いましょうか、寄付行為的に自販機に取り外し可能なＡＥＤ、ど

こも取り外しできるのですけども、バッテリー内蔵ですのでイベントのときにも使えるし、今、

学校教育課長が言った、近くで何かあってもすぐに使えるというのがございます。そのほかに

消防署、新しい施設のほうにも同じような自販機設置に伴って事業所さんから協力いただいて

いる部分あります。そして今後、やはりそういう声はどんどんキャッチしましてね、いろいろ

な施設の自販機にやはり一緒にセットにつけられるものがあれば、それはどんどんＰＲして、

そういう事業者さんともよく話し合って設置の方向に向けていきたいと思っております。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 学校はわかりました。あと３校ですので、何とか早急にと思います。 

 幼稚園、保育所関係はどうなのでしょう。やっぱり今アレルギーで、それに、ぶつかったり

すると心停止だとかということがあるのですね。小さい子ども対応のＡＥＤもあるのです、今

ね。そういった意味では、そういったところも今後ね、学校終わった後でいいとかということ

は私は言いませんけれども、順次そういったところにも設置が必要だというふうに考えるので

すが。なるべくやっぱり早急につけるべきかと思うのですが、そのあたり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） ＡＥＤが最初に設置された頃には、年齢が８歳以上でないとと

いうようなことがあったのですが、今は本当に年齢の小さいお子さんにも使用ができるシステ

ムになっていますので、その辺では、保育園、それから幼稚園のほうでも必要がないという考

え方はしておりませんが、全体的なバランスを見ながら、今後、検討していきたいというふう
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に思っております。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

 それでは次に進みます。112 ページから 116 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 159 ページから 162 ページでございます。 

質疑のございます方はどうぞ。５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 山本です。113 ページの町内各中学校生徒数というのが載っておりま

すけれども、現在のまず、生徒数、各中学校何名かというのと、その生徒数をかんがみた場合

に、単純に質問いたします、適正な教育環境になっているかどうかということをお尋ねしたい

と思います。単純に答えていただいて結構です。 

○委員長（及川 保君） 本間学校教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君） ９月１日現在の中学校の生徒数で申し上げますと、トータル

で 517 名でございます。白老中学校につきましては 297 名。萩野中学校につきましては 122 名。

竹浦中学校については 46 名。虎杖中学校につきましては 52 名。計 517 名という、９月１日現

在の状況でございます。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 約 10 名くらいの変化があると、トータルで 10 名ぐらい少なくなって

いるのかなというふうにわかりました。 

 そこでなのですけども、今定例会で同僚議員が中学校の統廃合の問題を一般質問されており

ます。教育長の答弁の中で、今後３地域の保護者による統合検討会議を設置して統廃合の時期

ですとか、子どもの交流などを、その３地域の保護者による検討会議で協議をするというお答

えでございました。それで、単純にこの記事の見出しを見ると、中学統廃合来春は無理という

形で載っております。実際にそのようなことですから、こういう見出しになっていると思うの

ですけども。ただ、私はね、これを見た人はどう感じるかというと、町が肝いりで行っていこ

うとしている中学校の適配、どうもスローダウンしてきたのではないのかな、地域の反対等が

強くて。なんかそのように感じられるのですけれども、やはり私は教育の環境を考えた場合に

必ずしも、少ない人数の中で、ずっとそういう中で生きていくわけではございません。社会に

も出ますし、都会にも出るわけでございます。そうなったときにやはり適正な人数の中で切磋

琢磨するということが子どもの将来にとって私は大切だというふうに思っております。そうい

った意味で中学校の統廃合を推し進めようされているのではないのかなというふうに考えてお

ります。過去にも小学校の適配の検討委員会を民間の方々につくらせて検討されたという経緯

もあると思います。そういった中でやはり、これはスローダウンをするのではなくて、やはり

教育の環境を考えたときは必要だというふうに行政が考えているのであれば、スピードアップ

してどんどんやるべきではないのかなと私はこういうふうに考えているわけでございます。も

し、この検討会議の中で反対の意見が非常に強かった場合ですとか、あるいは、保護者の方々

も卒業生とともに卒業されたり、また、新しい保護者が１年生で入ってくるわけですよね。で

すから、協議の時間を引き延ばせば、これがうまくいくのかと言えば、私はそうではないと思



 20 

います。逆にスピードアップして、どんどんやるべきだとこのように考えているわけです。少

し、今回の定例会の一般質問の中で私は何となくスローダウンをされたようなイメージを持っ

てしまったものですから、この点についてお尋ねしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） 今のご質問も一般質問でお答えした内容でございます。そのときも

私、お答えしたのですが、基本的な考え方はそのときにお答えしているつもりです。そういう

中で、今のご質問の中にスピードダウンというようなお話がありましたが、一般質問のときは

政策変更という言葉を言われました。政策変更は当然しませんよというようなお話をさせてい

ただきました。それと、そういう中で今回スピードダウンというようなお話ありましたけども、

決して私のほうは、スピードダウンしているつもりもござません。いわゆる、今までの一般質

問でお答えしたとおり、地域住民、それから保護者の、ＰＴＡの理解を得た中で進めさせても

らうというふうに答えているとおりです。統合が必要だという考え方は資料によって全部説明、

地域にもＰＴＡにも説明させていただきました。適正な学校数といいますか、生徒数、そうい

うものが必要だというようなことも含めて資料に基づきまして、教育委員会の考え方を説明さ

せていただいたつもりでございますし、そのものについては全然変化はしてございません。た

だ、当初から言っているとおり、やはりこういう問題は地域の理解を得た中で進めるべきだと

いうふうに思っています。そういう中では最善の努力をしていこうというふうに思っています。  

 また、検討委員会、ことしの３月に諮問した答申といいますか、提言が出ました。これも答

弁でお答えしたとおり、３月にいただきましたけども、今後の教育環境を考慮したときには統

合を進むべきだということとあわせて、実施時期については十分地域の理解を得た中で進めな

さいというような提言もいただいております。そういう中で、くどいですけども、スピードダ

ウンというよりも、十分理解を得るという方策の中で自分は進めているつもりです。確かに昨

年の方針が出て、７月に１回目の地域説明会を行っています。その中では、計画書につきまし

ては、21 年３月にということで時期も明示した中では進んでおりますが、何度かお答えしてい

るとおり、地域あるいはＰＴＡ、保護者のほうも十分に理解を得たというような状況ではない

ものですから、再度粘り強く説明にあがっているというような状況です。 

 また、いわゆる年度が変わると説明する対象もまた変わってくるのかなというようなご指摘

ありましたけども、そういうことも踏まえて、ＰＴＡの中には中学校は当然のことながら小学

校のＰＴＡを含めて協議させてもらっていると。それで、やはり懸念されるのは、今、言われ

たとおり、申しわけないですけど、見え隠れするのは、やはり自分の子どもが卒業するまでは

とか、そういうようなことが見え隠れする部分ありますけども。そういうことではなくてね、

やはりこれから次代を担う子どもたちがどういう教育環境にあるべきかということを大局的に

考えてもらいたいというようなことで私のほうも説明いたしますし、それを理解してもらいた

いということでこれからも粘り強く説明にあがり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） ほか、ございませんか。９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） ２点についてお伺いいたします。小学校、中学校全般を通じてなので
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すが、学校教育の中で私こう思うわけですけども、ずっと見ていますと、さまざまな学力向上

のための対策、取り組み、たくさんあるように思うのです。これは時代の一つの流れなのかな

というふうに思って、これも悪いことではないわけですから、どんどんやっていただきたいの

ですが。もう一つ、心を育てる教育という、文化芸術の部門というのが学校教育の中にはない

のではないかなというふうに見るわけですよね。文化的に言えば、あるのは、姉妹都市交流と

いうような部分だろうと思うのです。先ほども図書の話で大分論議がありましたけれども。私

たち誰もが経験してきたことなのですが、生の芝居だとか、演劇だとかを見る、それから、い

い映画を見て感動する。こういう場面というのが子どもたちには絶対必要だろうというふうに

思うわけですよ。そのような機会というのが今の子どもたちに与えられているのかどうなのか。

その辺、最近の状況ちょっとわかりませんので、どういう状況になっているのか、その部門で

お答えいただきたいと思います。それが一つ。 

 それからもう一つ。幼稚園の問題でちょっとお聞きしたいのですが。私立なだけに幼稚園の

事情というのは私たちめったに聞くこともないわけですけれども。幼稚園に通園する子どもの

数と、定員に対してどのような状況にあるのか。そのことを教えてください。 

○委員長（及川 保君） 本間学校教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君） １点目の、小中学校全般についてのさまざまな学力の向上の

取り組みはやっているけども、心を育てる教育といいますか、生の芝居、演劇なんかの文化的

な事業といいますか、そういったことが薄れているのではないのかというご質問かと思います。

このことにつきましては、白老町教育研究会、いわゆる町教研のほうに補助を出したりなんか

しまして、その中でそういった取り組みも実施してございます。ということでご理解いただき

たいと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 私立の幼稚園に関してです。幼稚園の定員数が 175 名になって

おります。年齢は３歳から５歳までを対象にしております。在園数が 19 年度で 127 名。そのほ

かに２歳児、３歳児でまだ就園に至っていませんが週２回ほどのたんぽぽ教室というのをもっ

ております。そこは定員が何名というのではないのですが、そこにもその後幼稚園に入られる

お子さんが、そこは数字はっきりしないのですが、昨年で大体 20 名ほどいらっしゃったという

お話は聞いておりました。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。ちょっとよく聞き取れなかったのですけども、まず１点目。

町教研にお金を出して、そこで各学校の取り組み、自由な取り組みになっているというふうな

ことですか。その中身を、それでは、聞きたいですよね。それでは、町教研の中でそれを出し

ている、それがどんなふうな形で使われてね、子どもたちにどう還元されて、全校生徒がそう

いう生のものが見られるのかどうなのかという、そこの部分ね。私たちで言えば、影絵だとか、

人形劇だとか、演劇だとか、映画だとか、その時折の時期に応じてずっと子どもたちに与えて、

子どもたちにそれなりに感動を与えてきたというような、そういう流れの中にあるのかなとも
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思うのですけども、そういうような取り組みになっているのかどうなのか、現状について伺え

ればなというふうに思います。 

 それから、幼稚園のほうなのですが、子どもたちがこれだけ激減していくわけでね、やっぱ

り幼稚園なんかも例に漏れず減っていく。そんな中で未満児まで入れるという、規定よりも下

げて面倒見ると。あるいは、延長した開園もしているというようなことがございますよね。と

いうぐらい運営なんかにかなり苦労されているのかなと。保育所との関係、保育所もやはり人

数が減って、どういうふうに運営していったらいいのかということの問題にぶつかっているわ

けですので、その部分。減っていくことはどうしようもないわけですけども、お互いに保育所

と幼稚園がそういう運営上の問題、子どもの数なんかに対して、これから先どういうふうな課

題をどう解決していかなければならないかというような、そういう協議をしている場所という

か、機会というのがあるのかどうなのか。そのあたりはいかがでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君） １点目の子どもたちへの鑑賞事業といたしまして、創造空間

「蔵」のほうに昨年お願いしていた事業の中で、江戸糸あやつり人形結城座というのを 10 月

29 日、177 名の参加を持ちまして実施して、そういう部分で子どもたちへの文化鑑賞事業とい

うことで実施しました。 

○委員（斎藤征信君） 私が聞いているのは社会教育の分野ではなくて、学校教育の分野で聞

きたいのですよ。社会教育である一定の子どもたちにそういうものを与えるということはわか

っています。だけども、学校教育として、全校の子どもたちにそういうものが与えられている

のかどうなのか。お金がそういうところへ使われているのかということを聞きたかったのです。 

○委員長（及川 保君） 本間学校教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君） 芸術鑑賞という形で、今、社会教育課にも事業として先に答

えていただきましたけども、各学校におきましては、いわゆる演劇だとか、人形劇だとか、そ

ういうことの芸術鑑賞事業ということで各学校において実施しているということで押さえてご

ざいます。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 幼稚園の関係ですが、今年度も大体 126 名が在園しております。

この３年ぐらいは人数的に大きく変わらない状況で、今、運営をしているのですが、現実、子

どもたちが、出生数自体が減ってきていますので、これから子どもが減っていくという可能性

は高いのではないのだろうかと。その辺のところで言いますと、幼稚園としても、例えば延長

保育という形をとったり、それから、今、言いました、たんぽぽ教室というような形でいろい

ろな経営上の努力をされております。それで、具体的に運営をこれからしていくにあたって、

保育園、それから、幼稚園でどういうふうにするという、そういう協議の場というものは現実

持ってはおりません。ただ、こちらのほうからお邪魔をしたとき、それから、園長先生とお会

いをするようなときには、今こういうような状況であるというような、お互いに情報交換的な

ものはさせていただいております。以上です。 
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○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） わかりました。１点目。各学校で取り組まれているということで、そ

れならば結構だなと思うのですが、実際には、そういう生のものというのは一時的に料金がか

かるわけですよね。そうすると、今、子どもたちが減っている中で自分たちの料金では賄いき

れない、料金が賄いきれない、人数が多いときには自分の学校でやったのだけども、人数が少

なくなると自分の学校だけでは呼べないということがずっと起こるわけですよね。そうすると、

何校か集まってやるだとか、全体が集まって見るだとか、そういうふうにしないと対応できな

い状況だろうと思うのです。だから、本当に今、学校に任せて、学校が取り組んでいますよと

いうことでは、どんな取り組みなのかがよく見えてこないわけですよ。やっぱりすばらしいも

のといえば、それなりに金はかかるわけですよね。そういう助成がされているかどうかという

ことも含めてね、もう少し具体的に聞かせてほしいなと思うのですけども。そういう料金の問

題から何からして、どういう取り組みになっているのか。もし、わかれば教えていただきたい

なというふうに思います。 

 それから、幼稚園のことはわかりましたので。ただ、一つだけ気になるのは、幼稚園のほう

の親もやっぱり、保育園の場合は保育に欠ける子どもを保育というね、そういう文言があるわ

けですけども、幼稚園だって親が働きに出ているという、そういう家庭が多くなっているので

はないかと思うのですけども、そのあたりどういうふうに押さえていますか。 

○委員長（及川 保君） 本間学校教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君） 私、先ほど、全校と申し上げましたけども、ちょっと一部訂

正させていただきます。やはり斎藤委員おっしゃられるとおり予算的なこともございまして、

全校でやっていないという状況もあります。実際には３校ということで、今、確認取れました

ので。確かに事業的なことも考えますと、今後はやはり、例えば何校かが集まって合同してや

るとか、そういうことも今後検討していかなくてはいけないかなというふうに考えます。 

 それで、やっている事業は先ほど言いましたとおり、演劇鑑賞だとか、人形劇だとか、そう

いうことの開催はしていると。ただ、今、言われたように、今後につきましてはやはり何校か

合同した中でやっていって、よりいいものをというようなことが必要なのかなということで、

今のご意見を参考にさせていただきながら内部協議して、次年度に向けていきたいというふう

に考えております。以上です。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 実際に延長保育も含めて、どれぐらいの利用がいるかというこ

とを具体的に数字としてこちらで把握ができていないのですが、確かに延長保育を利用される

方も含めて働きながら幼稚園を利用されている方がいらっしゃるというのは事実です。ただ、

幼稚園の場合にはいろいろな昼間の行事等が、園で行われる行事が多い関係から、なかなか就

労をきちんとされていて、お休みをもらって園の行事に参加するというところが大変だと言え

ば、現実、大変なものですから、就労をされている方が多いということは聞いてはおりません。

ただ、逆に単身世帯の方が少しずつふえてきているということは伺ってはおります。以上です。 
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○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

 それでは次に進みます。117 ページから 126 ページまでの５項社会教育費全般について。決

算書は 161 ページから 168 ページでございます。 

質疑のございます方はどうぞ。３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） ３番、西田祐子です。117 ページの放課後児童対策事業経費について

お伺いいたします。昨年度 19 年度は、児童クラブの４月１日現在の登録児童数というのが 109

名ですけれども、18 年度は 119 人。10 名ほど減っています。そこの中で、ちょっと戻ってしま

うのですけど、58 ページのところの児童館利用の美園児童館の利用者数が大体 1,100 人ほどふ

えていて、単純に計算するとこの 10 人の子どもたちが、私の考え方が違うのかどうかわかりま

せんけど、児童クラブに行かないで、反対にこちらに行っているのか。それとも、実質、生徒

の数が少なくなっていっているのか、どうなのかな。その辺はきちんととらえられているのか

なというのが一つ疑問あります。 

 もう一つのほうは、今現在、児童クラブ、どのような現状で、児童クラブは虎杖浜まで全部

できたわけなのですけども、どういうような運営状態で、また、そこでお勤めしている人方い

ますよね、児童の面倒見ている方々、ここに賃金 652 万円となっておりますけれども、実際に

この金額だけで対応できているのかどうなのか。というのは、多いところでいいますと 36 名の

児童がいますよね、31 名とか。その辺の対応はどういうふうになっているのか。前に私、質問

させていただいたとき、各学校に児童クラブの教室があるので、学校全体でその子どもたちを

見る体制はできないのかということをお伺いしたことがあったのですけども、担当が違います

のでというような答弁だったのですけど、その辺はどうなっているのか。この３点を伺いたい

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） 各年度スタートの時期の登録人数といいますか、それぞれの児

童クラブの人数はその年によって差が大きく出てはきます。ただ、年間を通してというところ

でいいますと、ある程度その地区にある施設の人数というのは大体、例えば白老であれば、鉄

北、鉄南も大体 30 名以上の利用があると。それから萩野、竹浦、虎杖浜ですと、20 名以下ぐ

らいで大体、毎年推移をしております。 

 それで、今、児童館との利用の差といいますか、そこのお話だったのですが、児童館の場合

には、就労されている、またはされていないかかわらず利用がされるというところがあるもの

ですから、そこのところで児童クラブと、それから児童館の対比といいますか、その辺のとこ

ろのこちらとしての調査といいますか、そこのところは現実、していない状況にはあります。 

 それと、児童クラブの現状ですが、虎杖浜の児童クラブ、18 年度から町立の児童クラブとし

てスタートさせていただいています。各児童クラブそれぞれ特徴がありまして、人数の多い、

それから、地区の特性といいますか、就労されて利用してくださっている保護者も含めて、そ

こそこの地域の特性みたいなものをうまく、それぞれの施設で生かしながら運営はしている状

況にはあります。 
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 それで、実際にお勤めをしている方ということなのですが、それぞれの施設の人数に応じま

して、一人は嘱託職員として雇用しております。その職員のほかに臨時の職員という形で、そ

れぞれの施設の人数にある程度あわせまして２人から３人ほど臨時の職員を交替で嘱託にプラ

スする形で子どもたちの生活にかかわっていただいております。ですので、特に最近はちょっ

と発達に遅れのあるお子さんも入るようになってきているものですから、その辺のところも職

員でカバーするような形で、あわせて職員の配置も進めております。 

学校の中に児童クラブがある場合に学校全体で見ることはできないのかと。その考え方が今、

国で言っている放課後子どもプランという事業の中に当てはまるかなというふうに思うのです

が、なかなか学校自体も放課後のところの子どもをやはり見ていくというところになると、学

校自体にもそれぞれの事業があったり、または、先生方それぞれに業務もあるものですから、

その辺のところでいうと、児童クラブというこちらのほうで運営している今の組織の中で運営

をして、あとは、学校等にも当然施設としては同じ施設の中にあるものですから、そういう部

分では協力をいただきながら、現状としては児童クラブ単独という形で運営をさせていただい

ている状況にあります。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） ありがとうございました。児童クラブの現状が少しわかってきたので

すけれども。やはり最後のほうの学校全体でというのはね、私も理想的な形ではないかなとは

思うのです。どういう形にしても、子どもたちが安全に伸び伸び、日頃から自分たちが通って

いる学校なわけですから、一番居心地がいい場所、安心していられる場所であるためにはね、

もう少しその辺努力してもいいのではないかなと思っているのです。 

 それと、今、このことを聞かせていただいたのは、先ほどもちらっと言いましたけども、確

か財政改革プログラムの中で児童館の閉鎖を月１回どうしようかと話もありましたよね。そう

いう話まで出ている中でね、実際に児童クラブを利用したりとか、児童館を利用している子ど

もたちの実態調査というものをどこまでね、私は把握していらっしゃるのかなと。せっかく子

ども課があるですから、ぜひ、その辺の把握などもして、将来的な白老町の、子ども課として

のですよ、子育てという考え方から調査をぜひ、していただきたいなと思うのですけども、そ

の辺はいかがでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） １点目の学校全体でというところでいいますと、これは子ども

課だけの判断でというふうにはなかなかなりませんし、それから、学校の中に施設がない児童

クラブもありますので、その辺のところは今後の課題とさせていただきたいというふうに思い

ます。 

 それと２点目の児童館と児童クラブの実態調査。具体的にアンケートを取ったりとかという

ような調査は行ってはおりませんが、こちらとしては大体、児童クラブの利用状況、それから、

児童館についても、やはり現状、昼間、家庭の中でなかなか生活することができないお子さん

が児童館のほうに多くいらっしゃるというようなところもある程度、状況として押さえている
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ところがあるものですから、そこのところで児童館の月１回の閉館といいますか、そこのとこ

ろについても、こちらとしても本当にそういうものが、子どものことを考えて家庭の中で生活

をするという部分では、ぜひ必要であるというふうには思いますが、プラス、やはり今の子ど

もたちの現状を見ますと、そこのところについては、これからも検討していかなければならな

いというふうに思っております。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

 それでは次に進みます。127 ページ６項保健体育費から 130 ページ７目給食センターまで。

決算書は 167 ページから 170 ページでございます。 

質疑のございます方はどうぞ。ございませんね。 

 それでは次に進みます。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 170 ページでございます。 

質疑のございます方はどうぞ。９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 136 ページの地方債の状況について伺います。地方債の残高も頑張っ

て４億 5,000 万円ぐらい返したと。前年度から見ると減らしているという状況がございますね。

ただ、考えてみれば、この利子というのも相当な額になるものだというふうに思うわけです。

以前にも何度か論議になっていたことでもありますけれども、できるだけ安い金利のところに

借りかえるという、そういうことを議会の中でも随分話が出たし、努力をされてきたのではな

いかというふうには思っているのですよね。現在まだ５％以上の金利のものというのがあるの

か。どんな割合であるのか。そのことを教えてください。 

○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） 私のほうから一般会計の状況ですが。今、旧簡保資金、そこ

の部分が対象になっております。旧簡保資金ですけども、補助金免除、保証金免除の繰上償還

ですね。それはことしと来年の分が対象になって、一般会計では、ちょっと総額は今、記憶し

てございませんが、今、手続きを踏んで７％以上のものが対象になる。実は、一般会計は、経

常収支比率、これに規定がありまして、この比率が６％、５％と下に行くにしたがいまして、

きつくなっていくのですね。うちが該当するのは７％以上しかしないのです、一般会計は、実

は。それで、ことし、今、その手続きを進めておりまして償還する予定でおります。その効果

は 117 万ぐらいという効果になっております。今、総額についてはちょっと調べて、答弁は後

ほどさせていただきたいなと。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 今、一般会計の話を聞いたのですけども、特別会計にも例えば下水道

関係なんかではまだ相当あったのでないかなというふうには記憶しているのですけどもね。そ

の状況がどうなっているのかね。そのあたり、わかれば教えてもらえればなというふうに思い

ますがね。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。 
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休憩 午後 ３時１３分 

                                         

再開 午後 ３時２９分 

○委員長（及川 保君） 休憩前に引き続いて、委員会を再開いたします。 

 それでは、斎藤委員の質問に対する答弁をお願いいたします。高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） これと同じ質問、昨年この場でご質問ありましたので、こと

しはないと思っていましたので、資料をちょっと持って来ていない状況で申しわけございませ

ん。去年と同じ資料でお答えいたします。一般会計 2,059 万円です。効果額は先ほど申した額

です。それと次、下水道会計です。下水道会計は約 14 億 2,500 万円。効果額が約２億 2,500

万円。それと、水道利用会計ですが、１億 8,420 万円。効果額が約 6,200 万円。それと、病院

会計が約 6,100 万円で、効果額が 1,000 万円と。このようになってございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） やったということですので、また、特別会計の段階で話をします。 

○委員長（及川 保君） ほか。２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 134 ページの公債費で伺います。それと合わせて、執行方針の 17 ペー

ジです。執行方針で、町債につきましてということで町長は、当初予算総額９億 9,000 万円で

ありますけども、臨時対策債を除いた事業７億 3,700 万円、こういう形で新年度予算は借入金

を充当していくということで執行方針しています。これは政策予算ですのでね、事務的な話に

はならないと思いますけども、副町長も途中からなっていますから経過わからないと思います

し。それで、当初、今言ったように９億 9,200 万円なのですけど、決算の数字を見ると 11 億

7,900 万円、１億 8,880 万円、19％伸びているのですよ。これは正直な話、19 年度ですので、

議会も議決していますので、私もその責任云々という話は別にして、議会も議決している事実

だけはあります。そういう中であえて質問いたしますけども、この町債の借り入れの政策事業

をやっていた姿勢とですね、１億 8,880 万円ふえたのが総務債と環境債になっていますけども、

これらを充当した理由と当然１年間の予算執行で事業調整、財源調整、補正するときに町長が

年度当初、この神聖なる執行方針で言っている数字の見合いと当然調整をしながら予算執行し

ていると思いますけども、その辺の考えを伺います。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ３時３４分 

                                         

再開 午後 ３時３６分 

○委員長（及川 保君）  委員会を再開いたします。 

 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 申しわけございません、遅れました。 

 年度途中で補正かけた部分でございます。一般廃棄物処理債ということで、処理事業という

ことでバイオマス燃料化施設。これ一つと、それから、退職手当債がございます。この部分が
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伸びた原因でございます。これらにつきましては、単年度の予算の執行上のやりくり、それと、

どうしてもその年にやらなくてはいけないという事象、そういったものを議会の皆さん方の理

解をいただいた中でやってございます。そして、トータルで、やはり抑えていかなくてはいけ

ないと。あるスパンでこの起債の発行額をきちんと規律を持って抑えていかなくてはいけない

という部分では、この飛び出た部分につきましては、数年間においてフラット化していくと。

そういうような姿勢で起債を発行したところでございます。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 前の執行方針でも別な形で私は聞いているのですけど、すべて、それ

が執行方針に準じないでオーバーした、あるいは変化した、それはものによって必要かもわか

りませんけども、答弁がすべて正当化した答弁になってしまうのですよ。今言ったように、こ

の執行方針を見ると、今後も極力発行額を抑え、今年度の公債費を抑制していく考えでありま

すと。そうすれば、そのときの事業調整、バイオマス部分についても、本来必要であれば、起

債の補正予算の決算を見たら、減額しているところはあるけども、やはり町長が年度当初９億

9,000 万円と言えば、極力その中でほかの事業を減らしてまでやるという姿勢を持たないと、

今言ったように、後年度また負担は調整しますと。私、そういう姿勢に対して怒りを感じてい

るのですよ。そして、今言ったように、議会も議決して責任持っていますという言い方をする

けど。そうではなくて、その前にどういう財政運営が大事かという基本的な精神を持ってやら

ないと、今、新財政改革プログラムの成案、これからされますけどもね、非常に不安を感じる

のですよ。もっと真摯な気持ちになってもらえないかなと。これは、私はね、町長が年度当初

ですね、白老町の大道の扱いでやりますと言っているのですよ。多少の動きは変わります。こ

れはやむを得ないでしょう、生き物ですから。だけど、今言っても、すぐ、動いたことが、流

動化したことが当たり前なような物の言い方するけども、全然、こういうことがあったから、

こうして、こうなったから、こうなったのだという、そういう方程式的な物の考え方、説得力

ないのですよ。そういう部分でいくと、本当にここで言う、公債費を抑制していく考えがある

ということであれば、それに沿った姿勢というのは示すべきではないですか。 

○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） 今、前田委員おっしゃった、こうこう、こういう理由できち

んとという部分は、その都度説明して、その事象ごとに説明して理解を得ているから、今日こ

ういう形で 11 億 7,900 万円発行しているわけです。ですから、勝手にふやしているわけでもご

ざいませんので、ちゃんとその都度、その正当性を主張した中で理解いただいているというこ

とで、基本的にやはり正当性という部分では正当化されたものとして予算化されているという

ふうに考えていますので、そういう意味でご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 一つ一つの事業で補正予算あります。今言った、物の考え方でいくと、

そうしたら、トータル的にものを考えたときに、その補正予算がときに一本一本議会が、これ

から新財政改革プログラムの中でその事業が仮にオーバーしても、議会がいろいろ議論した中
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でもトータル的に最後どうなるかということで、その部分、部分で議論しているはずなのです

よ。そして、結果がこういう結果になっているのですよね。そうしたら、一つ一つ議会がその

都度、賛否を取ったときに、賛成多数やいろいろあるけども、そういう形の中で議員はすべて

議論した中で、それでは、やむを得ないから賛成しようとなっているけど、やはり一つ一つ、

そうしたら、ここでけんけんこうごう大いに議論して、そして、一つ議会も見ていけというよ

うな言い方に取られますよ、今の答弁では。私はそうではなくて、全体的な財政運営の姿勢が

どうだったかということを伺っているのですよ。新財政改革プログラムとすり合わせしながら。

それを一つずつ、今言ったように、議会がその都度、その都度、流用という議決したから、も

ういいのだという言い方に取られるのですよ。私はそういう個々の小さな意見ではなくて、町

長の姿勢として、この執行方針として、何回も言うようだけども、北海道庁あっても、新年度

予算、本当にこれが道民の生活に当てるのだということも皆さんが真摯になって議論している

のです。初め、知らない人はそうですよ。これはやっぱりね、町長が胸を張って執行方針をや

っているのなら、そういう中でトータル的な今、決算委員会をやっているわけですよ。私、そ

ういうトータル的なね、政策的な方向性について伺っているのですよ。結果的にこうだったの

だよと。もう一度伺います。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 前田委員のおっしゃること、十分承知しております。まず、公債費

ですね。なぜ、ふえたかということでちょっと説明をさせていただきたいと思いますけども。

前田委員のほうから１億 8,000 万円ほどふえているということなのですが、まず、退職手当債。

これにつきましてはね、一番多いわけですが２億 2,000 万円ほど。というのは、19 年度末に大

幅な退職者が出たということで、これはやむを得ず、やむにやまれず負担をしなければならな

いという事情があったものですから、そんなことで公債費はふえております。 

 また、バイオマス燃料化施設の関係につきましては、これは、平成 21 年３月に完成をめどと

いうことで、６カ月ぐらい先に法的な手続きを取るために設計等の関係がありまして、これは

補正をさせていただいたという経緯があります。そういったことで公債費が増額になったと。

できるだけ、極力、公債費はふやさないという方向性でありましたけれども、退職者の大幅な

人数がふえたということがありましてね、やむを得ない事情があったということはご理解いた

だきたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いします。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

 それでは次に進みます。次に３ページから 10 ページまでの１、予算科目別比較表、歳入。そ

して２、税収入に関する調。３、予算科目別比較表、これは歳出です。４、歳出財源内訳表に

ついてでございます。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。ございませんか。ございませんね。 

 これで一般会計の決算審査に関する質疑が終わりました。 

 歳入・歳出決算の全般について、特にここでお聞きしたいことや質疑漏れがございましたら
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どうぞ。ございませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 質疑がないようですので、これをもって、一般会計の決算審査に係る質疑を終結いたします。 

                                         

◎散会の宣告 

○委員長（及川 保君）  以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

本日は、これをもって散会といたします。 

（午後 ３時４５分） 


