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○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。 

 土木費、引き続いて何かお聞きしたいことがございましたらどうぞ。ございませんか。 

 89 ページ２目河川改良費から 93 ページ５項都市計画費２目公共下水道費まで。決算書は 152

ページから 157 ページまででございます。 

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） ５番、山本でございます。90 ページの港湾利用促進経費について伺い

たいと思います。平成 20 年度のことについては結構でございますけれども、今後の展開として、

今後国の直轄事業の地方自治体の負担金、これが廃止あるいは負担金軽減になる、そういった

可能性が新しい政府によって出てきているわけでございますけども、これによる整備計画の今

後の見通し。それと、町財政に与える影響。これは単純に白老だけでいうと好影響なのかなと

このように思いますけれども、約４億円がどの程度負担しなくなるのかということも考えられ

ますので、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） 岩崎港湾室長。 

○水産港湾室長（岩崎 勉君） 新しい政権になりまして、その関係での負担金という話でご

ざいます。本来的にいけば、地方港湾の整備については港湾管理者がやらなければならないと

いう形でございます。それを北海道特例で国のほうで直轄としてやっていただいているという

形でございまして、もし、この直轄工事がなくなるということになれば、町が管理者として整

備していかなければならないという形になりますので、この直轄事業についてはこのまま続け

ていっていただきたいなという形で考えております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） ちょっと補足させていただきます。制度上のことは、今室長

言ったとおりなのですけども、ご質問の趣旨は、政権が変わって、今いろいろ報道されている

中で地元負担が軽減される、あるいはなくなるのではないかと、こういう趣旨だと思います。

そうなると、今財政改革プログラムにお示ししているとおり４億円以内で事業展開していきま

しょうということでは財政的には大変助かると。町としてその負担がなくなるわけですから。

今までどおりの事業展開できるならば、本当に願ったりかなったりと申しましょうか、その分

負担しなくていいというふうになれば、これはぜひ国で進めてもらいたいとこういうふうにと

らえています。ただ、心配されるのは全体を通して、今いろいろ報道でしかまだ情報ありませ

んが、公共事業をそもそも見直して、全体の事業がどうなるかというところにちょっと不安は

ございます。ですから、今 24 年度一部供用開始に向けて開発局ともいろいろ調整しながら事業

展開してございますが、その部分に対しての影響がどう出るかというのは今のところまだはっ

きり提示はされておりませんので、今後さらに苫小牧港湾事務所とその点を詰めながら、その

辺の事業が遅れないようにこういう展開はしていきたいと、こういうふうにとらえています。 

○委員（山本浩平君） 整備計画の見通しは変わらないのかどうなのか。 
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○委員長（及川 保君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） 今答弁の中で私はちょっと言いましたけども、要するに全体

的に公共事業が下がるとか、国の支援制度変わってくるということになれば、今までの、例え

ば 20 年度でしたら 15 億 7,000 万円ほど直轄事業で事業展開してございますが、それが仮に何

億円でも下がっていくというふうになれば、当然それは事業が延伸されてしまうという部分は

あると思います。ですから、先ほど私が答えたとおり、その点はないように、今、開発局にも

訴えながら、やはり 24 年何とか供用開始できるように努めているという状況でございます。 

○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） 西田祐子でございます。90 ページのバンノ沢砂防工事の件についてお

伺いいたします。これは 19 年、20 年事業ということですけども、ことしの 21 年度の予算の中

でもやはり 20 年度、21 年度事業ということでまた予算立っています。平成 20 年度のバンノ沢

の工事事業、去年もたしか同僚議員が同じことを聞いているのではないかと思うのですけども、

いつから行われて、今までの工事の総工費は幾らなのか。 

 それで、先ほどちょっとほかの委員からも質問ありましたけど、入札率の平均は一体幾らな

のか。このことをお伺いしてみたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 工事の関係についてお答えしたいと思います。この工事は平成７年

度から始まって、ことしで完了の予定でございます。ことしの分も含めてになりますけども、

総工事費は 15 年間で 14 億 756 万円となってございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 後段の部分については答弁保留ということで、後で。 

３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） これはもう完全に、平成 21 年度の予算ついていますけど、この工事は

完了したというふうに理解してよろしいのですね。もう今後ここに関しては一切工事はないと

いうふうに。その辺だけをちゃんと確認したいのですけども。 

○委員長（及川 保君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） バンノ沢の砂防工事としては完了です。ですけども、今、去年もこ

の趣旨のご質問にお答えしたと思うのですけども、そこに流入している沢水ですとか、そうい

うものが流入してさらに河川を土砂堆積する恐れのあるところが何カ所かございますので、河

川の工事ではないのですけども、その流入対策についてお願いをしているところでございます。

極力、来年にはその事業をやってもらえるような要望を、今続けているところでございます。 

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） 15 年かかって、約 14 億円かかって、またさらにというふうな、今答

弁ございましたけども、これは実際に私、最初始められたときには白老町のあそこのところを
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ちゃんと工事しなければ、線路から向こう側のほうがちょっとした雨量によってはんらんする

ということで始まったという話は聞いているのですけども。実際どの程度、どういうような工

事になっていて、そして、今言われた堆積あると、砂が流入するという話でまたさらにという

お話を聞いて、実際に議員としまして、これはぜひ視察できないのかなと。また、その工事を

進めるにあたっても実際に砂が流入するという工事に対して、どの程度のものになるのかとい

うことも実際わからない。その中で予算がどんどん使われていて。確かにこれは白老町の税金

ではないからいいといえばいいのですけども、でも、実際にこれは国民の税金ですから、やは

り私、議員になってから一度もそちらのほうへ視察行っていないものですから、どうなのでし

ょうか、できないものなのでしょうか。私、そういうことまでやっぱりきちんとやっていくと

いうのが白老の行政だし、議員の仕事だと思うのですけども、その辺いかがでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 現地へ行くことは可能だと思います。可能だと思いますというのは、

私たち、工事の進捗状況を把握に行くときも全部駐屯地の一応許可を受けてから入っていくよ

うな形になりますので、事前にちょっとご相談を申し上げた上でそれは可能ではないかなと考

えております。 

 それで、この工事をやることによって、やっぱり下流部におけるはんらんですとかは当然防

がれているというふうに認識しておりますので、非常に効果のある工事だったかと思います。

ですけども、つくってからだけでも 15 年かかっているわけです。ですから、当然これから維持

管理なんかもしていかなければならないと思いますし、新たに先ほど言いました土砂流入なん

かの恐れのあるところについては改善していくことは必要かと考えております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 答弁保留のもの、できますか。それでは、上村主査。 

○会計課主査（上村幹康君） バンノ沢の直近の落札率なのでございますが、17 年度は 97.30％、

18 年度は 97.05％。済みません、19 年度はちょっと時間なくてやってきませんでしたけど。20

年度が 95.86％となっております。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） ここの入札率を今聞きましたのは、先ほど最低落札制度というものが

90％以上、国でという話あったものですから。私の記憶のある限りでは、ここのバンノ沢に関

してはそれなりに結構落札率が高いのかなというふうに思っていたものですから、それで確認

させていただいたのです。やはり落札率がきちんとあるということはそれなりの仕事もしてい

ただいているのだろうと思いますので、先ほど駐屯地のほうにお願いしてと言っていましたの

で、ぜひ、視察をお願い申し上げたいと思います。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

 次に進みます。93 ページ３目公園費から 97 ページ６項住宅費３目住宅管理費まで。決算書

は 156 ページ 159 ページでございます。 
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質疑のございます方はどうぞ。ありませんか。 

11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 11 番、土屋です。公園費についてお聞きいたします。決算書では公

園費の中の賃金のところがあります。その賃金の不用額がこういう形で出るということはどう

いうことなのかということと、あと、18 年度でしたか、町民植樹祭が萩の里公園で行われまし

た。そのときの植栽された木の管理とか、どのくらいの割合で残っているのか。その点をお聞

きいたします。 

○委員長（及川 保君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 実は、不用額は賃金ですから何かあったときに要するお金なのです。

自分たちではできないようなものも含めて。ですから、冬場まで何かあったときのために備え

ておいたわけなのです。それで、何もなかったために不用額となったことです。これは冬場で

すから何起こるかわかりませんので、そのときのためにとっていましたので、実は減額補正を

できないでいたものでございます。 

 あと、萩の里の北吉原側のほうの植樹した所ですよね。実は、相当枯れてきております。半

分ぐらいはちょっと難しい状況かと思います。昨年もちょっとそういう指摘もございまして、

昨年度からですけども、少し草刈りですとかそういうことの回数はふやすようにはしておりま

す。ですけども、植樹したところ全体に言えることだと思いますけども、その後の維持管理に

ついて、町のお金だけでやっていくにはそろそろ難しい面も出てきているかと思いまして、一

緒にやっていけるような団体なんかも少し協力求めながら、これから考えていかなければなら

ないところだと考えております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 11 番、土屋です。私の知る限りでは、あそこをしょっちゅう通って

いるのですけども、ほとんど手が入っていないという状況の中で相当数枯れて、今課長がおっ

しゃったように枯れている木があります。やっぱり、せっかくの植樹活動をしていて、町民の

皆さんの手で植えたものなのです。やっぱり白老を緑いっぱいにしようという企業の熱意があ

の中に入っていると思うのです。そうであれば、せっかく寄附していただいた企業に対しても

本当にいい状態で見せられるような公園づくりをしていかなければならないのではないかと思

うのですけども。今からでは非常に無理だと思うのですけれども、苗木を植えた場合にはやっ

ぱり草が一番敵なのです。まめに取ることによって１本でも多くの木が残すことができるので

す。できれば、年に何回か分けて、町民ボランティアも募って皆さんもやるような体制をつく

っていただきたいなと思っているわけです。そのことについて。 

○委員長（及川 保君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） おっしゃるとおりだと思います。ちょっと遅いのかもしれませんけ

ども、今後については、植樹も大事だと思うのですけども、実は少なくとも５年くらいの間、

下草を取るですとかそういう作業も植樹をあわせながら少しやっていくような協力の求め方を
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これからしなければならないなというふうに関係団体のほうともちょっと今話をしているとこ

ろです。それでは、今までの分はどうするのだということになりますけども、なかなか難しい

面もありますけども、そういうことも含めて植樹プラス育樹と言ったらいいのですか、環境整

備も含めて、これからそういう取り組みについては実施して何とか復元できるものはしていけ

るようなことを考えていきたいと考えております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ほか。 

15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 15 番、吉田です。町営住宅の入居等にかかわることでちょっとお伺い

をしたいと思います。たしか平成 20 年度だったと思うのですが、公営住宅法が変わりまして、

所得制限等も変わったのですが、現在の入居の状況の中でまだ待機が結構あると思うのですが、

優先順位というのは、法的には変わっても住宅入居の混入状況とか必要性によっては優先順位

が変わるということは、申し込み順ではなくて、そういうことはあるのかどうなのかというこ

とが１点。 

 それから、もう１点は、入居基準以上の世帯が 12.7％あるということなのですが、これは、

基準は一応 20 万円ということですよね、月収入が。そういうふうに書いてありますよね、主要

成果説明書に。それで、基準をオーバーしているということは申し込みの時点で、もし 20 万円

をオーバーしていたら入れませんよね。申し込み受け付けられませんよね。公営住宅というの

は低所得者のために住宅を確保するためですから。この基準をオーバーしている人は、入って

いる人は出て行けということになりませんけれども、でも、今後、住宅待ちでいらっしゃる方々

に対して、そういう基準より高い人に対しての指導、空けるための指導とかそういったことを

されているのかどうなのか。そのことが１点。 

 それから、いろいろな使用料等の関係、税収の関係で収納率をずっと見てみたのですが、住

宅料使用料の収納の関係が大変経済状態が厳しい中でも率が上がっているのかなというふうに

私は見たのです。ほかのほうの使用料とかそういったものの中では一番伸ばしているのですが、

何か努力をされたのか。いろいろなことをやっていくということはお話を伺っていましたけれ

ども、これが効果的だったということがあれば伺いたいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 大きく分けて３つだったかと思います。最初の収入超過者の関係に

ついてですけども、これは法律で入居後に収入超過した場合、収入超過者という言い方をする

ケースと、高額所得者というふうに分類されるケースと２つありまして、それぞれ基準がござ

います。ちょっと詳細は省略させてもらいますけども、一定の年数以上居住して収入を超えた

まま居住した場合にその２つに分けられるということなのが、１つのほうの収入超過者につい

ては、超えた方が公営住宅を明け渡すように努めなければならないという努力規定になってご

ざいます。それで、高額所得者のほうですけども、これは５年以上入居しているケースで直近

の２年間、基準を超えた場合です。その場合については、町は期限を定めて公営住宅の明け渡
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しを請求することができるですから、裁判所に申し立てることができるという規定になってご

ざいます。現在のところ、これをもって裁判所に申し立てたことはございませんが、超えた方

も今何人かいらっしゃいますのでお話をさせていただいているところです。いずれにしても、

出て行ってくださいということも法律上はできますし、出て行くように努めなければならない

というふうに書いていますけども、出て行く先をある程度私たちも斡旋できるような環境はつ

くらなければならないと考えております。ですから、今その調査なんかも、民間住宅なんかに

ついても調査しています。ですから、ある程度ご紹介できるような情報をそろえた上で改めて

お願いをしていきたいなというふうに考えています。 

 もう１つの入居基準のほうなのですけども、現時点はやはり順番待ちというような状況で毎

月 60 から 70 軒の間、待機者がいるような状況です。今、住宅計画の見直しの検討委員会をす

る中で実はその件についても、委員の中には民生委員ですとかもいらっしゃいますので、ちょ

っとその件については別枠でご相談させていただいて、優先順位をどうしていくべきなのかと

いうことは検討していきたいと考えております。 

 あと、収納率については、担当職員がやっぱりよく頑張ったとしか言いようがないかと思い

ます。一つ言えるとすれば、下水道なんかの徴収と担当同士でよく連携をされているというよ

うなことが大きな理由だと思います。私個人として一番大きく効くなと思ったのは、小さいこ

となのですけども、極力口座振替にしてくださいというお願いを小まめにしているということ

です。口座振替率がすごく上がったというところが、たまたま払えない方のほうが圧倒的に多

いのです、そこが結構効いたのではない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） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 15 番、吉田です。わかりました。基準をしっかり見極めながら入居優

先順位というのはきちんと明確にしていただくような方向性でやっていただきたいというふう

に思うのです。 

 もう１点。雇用促進住宅のほうは、最近、私もちょっと伺っていないのですが、町側のいろ

いろな、議会でも質問等がありましたけれども、一日も早い解決策をしていきたいというふう

に言っていますし、できれば町のものとして町有財産にもしていきたいというお話もあったの

ですが、その後どのようになっているのかということを伺いたいと思います。 

 それから、収納率が上がっているということはやっぱり少しでも明るい一つの材料ではない

かなと思うのですが、収納対策連絡協議会でしたか、ちょっと名称違っているかもしれません

けども、そういった中で効果があったことはしっかり生かしていけるような連絡協議会にして

いただければなというふうに思いますが、まずはよかったことはよかったというふうに評価を

したいというふうに思っています。 

雇用促進住宅のほうのことを１点伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） これはそもそも自治体と協議するというのが先になっています、方



 73 

針として。それがかなわなかった場合については民間への売却を検討する。民間売却もかなわ

なかった場合については解体取り壊しをするというのが国の方針でございます。それで、実は

交渉は続けているのですけども、なかなか金額面あるいは条件面で折り合わないところがござ

いまして、継続して交渉中というようなことでございます。というのは、買収金額は既に不動

産鑑定価格をもとに提示はされて受けているのですけども、今後、あれを町が取得した場合、

耐用年数でいくと最低 50 年は、まだ 15 年しか経過していません、法的には 70 年の耐用年数に

なります、現実的に考えてもあと 35 年やそのぐらいは使わなければならないだろうと思います。

そうとすれば、その間に何度か改築をしたり、解体費も、あそこを全部壊すとなると多分 8,000

万円から 9,000 万円かかることになるかと思います。そこを捻出することがシミュレーション

の結果できるかどうか、実は微妙なところなのです。それで、一部のところであっても細々、

今 16 項目、向こうに要望書といいますか、検討してくださいというものを出しています。それ

が全部詰まっていない状況なものですから、その 16 項目をどちらが負担するかということを含

めて協議は続けているような状態でございます。 

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） 雇用促進住宅も結構空きが出てきているというふうに伺っているので

すが、この間千歳に行ったときにやっぱり雇用促進住宅が全部窓に板が打たれていまして使用

されていないのだなというふうに思ったのです。今、先ほど言ったように、公営住宅の入居基

準が 20 万円ですよね。結婚をしたいというふうになったときに、新郎新婦両方とも働いている

と 20 万円超えてしまうのです。アパート借りたら、やっぱり５万円の住宅はちょっと入れない

とかとなったときに、やっぱり雇用促進住宅とかそういったところになるのかなというふうに

思うのですが。板打ちされているのを見て、公営住宅等に入れないでいる、住宅がなかなか見

つからないでいる人たちから見ると、とても何とも言えない残酷な風景だなというふうに私は

思って見てきたのですが。やはり売れなければ壊すということになると思うのですが、その辺

早く折り合いをつけて、入居者が一日も早く、住みかというのはやっぱり一番大事なことです

ので、これから人口増を目指すためにもやっぱり住むところがないというのは一番大きな問題

になると思いますので、本当に一日も早い解決をしていただきたいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） そのように対応してまいりたいと思います。仮に取得した場合、公

営住宅ではない、公営住宅法に縛られない町が経営するアパートというような意味合いになる

かと思いますが、一般住宅というふうに一般には呼ばれています。その際は、ある程度収支シ

ミュレーションに基づいた家賃設定もできるかと思っています。ですから、家賃を民間並みに

しようと思えば、多分今すぐにでも取得してもいいかと思いますけども、それをある一定金額

以下に家賃を抑えこもうとすれば、やっぱり取得に際して向こうに事前に工事していただく部

分ですとか、もうちょっと値下げしてもらわなければ採算合わない部分だとかがありまして、

ちょっと時間かかっていますけども、今おっしゃったような趣旨で入居が可能になるような、



 74 

公営住宅の代替機能も果たせるようなことを少し考えて進めたいと考えております。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 公園費に戻るのですが、質問というよりも助言です。先ほど課長、萩

の里のこちら側大分枯れているというけども、あの傾斜地は、私は手入れしないほうがいいと

思うのです。草刈ったりしないほうが。傾斜地はです。あれはまだ柔らかいから人が踏むだけ

でも必ず崩壊していく。私は、あの傾斜地はハギを植えればいいのです。ナラを植えると大径

木になるから、ハギが一番いいのです、根があって。それから、平らな部分はトドマツとナラ

植えているのですが、私は今一般住宅でオンコの木やなんかも余っているのです。捨てたくて

どうもならない。それで、ことし、白老神社で少し植木が欲しいといったら１時間でもう満杯

になったそうです。みんなもらってくれって。私も随分人に頼まれています。オンコの木を運

んでくれと。きれいに切ってあるものです。ですから、あの平ら地にはみんなからいただいた、

いらないという木を勝手に植えさせればいいのです。植えさせる場所に。自分の庭木をここに

植えてくださいと。たくさんくれたい人いるのです。そんな緑化の仕方をやったらどうですか。 

○委員長（及川 保君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 貴重なご提言ありがとうございます。そういうことも含めて検討さ

せていただきたいと思います。どうもありがとうございます。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 町営住宅の管理の関連で伺いますけども。私、再三お話ししているの

ですけども、多分課長も、前も聞いたときに事務進めていると思いますけども、職員住宅とか

町営住宅、その他町が管理する住宅で、かなり今空き家になっています。それを条例化か何か

して町民に開放するということになっていますけども、この 20 年度まで、その進捗状況どこま

でいっているのか。なぜ、スピーディーに解決ならないのか。ということは、今吉田委員もお

話しされましたけども、白老に来ても住宅ないということと、結構低所得の人が住宅になかな

か入れないと、そういう人が結構多いのです。潜在的にあるのです。やっぱりそういうことを

受けていると思いますので、早急に条例改正するのか、何らかの形ですぐできるはずなのです。

そして、現状の中にちょっと手を加えて、それ相当の家賃で貸してあげるということがなぜで

きないのか。私も２年がかりで言っているはずなのです。何か事情あるのか、その辺ちょっと

お聞きします。 

○委員長（及川 保君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 職員住宅、教員住宅、それから、管財のほうで持っているそれぞれ

所掌している住宅ございます。それの中で、今委員おっしゃられた、空いているような状況の

ところもありますので、それぞれの担当が集まって協議はずっと続けております。その中でも

う明らかに使わない、なおかつ改築等の必要がないものもいくらかございます。そういうもの

を明らかにした上で私のほうでお預かりして、先ほどちょっと言いました一般住宅を条例化し

た中でやっていこうと考えております。ですから、あとは各担当のほうでこの住宅とこの住宅
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はもう使わないと、それぞれには。ですから、一般住宅として使ってくれというものを私のほ

うでいただくことになっているような状況なのです。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） まだ実施されていないのですか。以前に教員が少なくなったからと、

北吉原にある集合アパートの教員住宅なんてすぐ民間に売却して対応しているのです。企業が

来て、住宅がないからと。やればできるのです。何なのですか、副町長。担当は横の連絡取れ

ないと言うけども。これは指示すれば、１本で終わるのではないですか。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 指示はしているのですが、なかなか、まず住めない状況の住宅もあ

りますし、それから、それぞれ担当が管理しているその事情もあります。その中で空いている

住宅何戸か、民間の方が入っているところもありますし、また、消防の待機宿舎についても民

間の方が入っているところもありますので。ただ、管理の関係でどうするかという部分がまだ

きちんと決まっていない部分があるものですから、これはもうちょっと待っていただきたいと

いうふうに思います。きちんとやっていかないと、また後でちょっと問題が起きてもあれなの

で、もう少し時間をいただいて、きちんと決めて進めていきたいと。もうちょっと待っていた

だきたいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 前にもお話ししたけど、何戸か歩いたら、ちょっと手直しすれば入れ

るところたくさんあるのです。今副町長は直さなければだめだから現状見なければいけないと。

第一、今の時点で使えるか、どうするかという戸数さえ押さえていないと、しばらくお待ちく

ださいと言っているけど、町民の立場に立ってください。現実に多分住宅係も行っていると思

います、入りたいけども、窓口、電話で、いやこうだから入れませんとガチャっと電話切られ

ているのです。そういう実態にあるのだから。やっぱり今、低所得者の人で非常に生活厳しい

中で入りたいという人が現実にいるのです。やっぱりそういう人に１戸でも２戸でもいいから

早急に住宅を空けて入れてあげないと。このまま放置しておけば住宅なんて傷んでしまうので

す、人入っていないと。そういうことをもっと認識して、ぜひやっていただきたいと思います。

どうですか、もう１回答弁。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 前田委員がおっしゃったことについては、常に認識した中で進めて

おります。ただ、入居するにあたってはやはり水洗化になっていないとだめだとか、風呂おけ

が小さくてもうちょっと大きくしなければならないとか、そういった要望も出てくるわけです。

大きな修繕は無理ですけども、ある程度修繕をしないと入居できないというのが実態です。そ

の辺の予算の関係もありますので、この辺はある程度きちんとまとめた段階でやっていかない

と入居させるわけにいかない部分もありますので、これは理解をしていただきたいとこのよう

に考えております。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。ございませんね。 
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 次に、消防費に入ります。98 ページから 102 ページまでの消防費全般について。決算書は 158

ページから 163 ページまででございます。 

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） 99 ページの救急活動について伺いたいと思います。この予算の中で北

海道消防学校初任教育入校というのがあります。１名ずつ。気管挿管講習入校と、それから、

薬剤投与講習入校ということで。これは救急車の中で処置できるようになったということを受

けての入校だと思うのですが、１名ずつということで、これは救急救命士が取る資格なのか。

救急救命士はまだほかにもいらっしゃいますよね。ということで、私は 21 年度もずっと引き続

きあるのかなと思ったら、21 年度の予算にはなかったので、これは１回きりで２人いればいい

ものなのか。その辺がちょっとわからないので確認の意味で質問いたしました。 

 それから、もう１点。消防が石山に移設しまして、今、今後の希望として苫小牧の市立病院

に移送するときに高速の中央インターチェンジができるということが白老町にとっては一つの

大きな希望というかそういったものだったのですが、今これに対しての情報等が、これは消防

に聞いていいのか、道路のほうで聞くのだったのかなとちょっと思ったのですけど、そういっ

た希望も含めながら何かそういう明るい情報があるのかどうなのかなと。私は中央インター、

白老町にとってはもちろんいろいろな交通の便はよくなるのですけど、消防にとっては一番白

老町にとっては、消防の緊急運送が一番必要とするものだというふうに思っていたものですか

ら、ちょっとここで聞こうと思ったのですが。 

○委員長（及川 保君） 前田消防長。 

○消防長（前田登志和君） まず最初に、教育の関係でございます。この初任教育の２名とい

うのは、新しく消防に入りましたら、消防学校に６カ月間派遣して教育を受ける教育でござい

まして、そのあとの気管挿管、あとは薬剤投与、これにつきましては、現在救命士おりますけ

れども、それは定期的に、受け入れ体制の関係もありますので昨年度につきましては１名ずつ

でございますけども、これは計画的に派遣する予定でございます。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 中央インターの関係の苫小牧地方の総合開発期成会の重点要

望事項ということでかなりレベルの高いところでの要望活動をしております。これも先ほど同

僚委員のほうからお話ありましたように、やっぱり道路の特定財源の関係でその行方はどうな

るのかという、ちょっとそこのところが当初見越した見通しどおりかどうかというのはちょっ

とわからない状況です。そこのところにつきましては、今、再度、別途時間を設けて要望をし

なくてはいけない事項の一つに入ってございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） ５番、山本です。101 ページから 102 ページにかけて内容をお尋ねし

たいと思います。まず防災センター。これは管理委託を町のほうでしているということですけ
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れども、併設以来、この防災センターの平成 20 年度の活用実績。どういったことで活用されて

きているかということをお尋ねしたいと思います。 

 それともう１点は、防災行政無線についてでございますけども、これの実績内容も伺いたい

と思います。また、町民からこういったことについて使っていただきたい、あるいは防災無線

を流した結果、クレームまでないでしょうけども、何か町民のほうからいろいろな問題が提起

されたり、そういったことなかったかどうか。まず、その点について、１点目はお尋ねしたい

と思います。 

○委員長（及川 保君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） それでは、まず最初に防災センターの利用状況についてでご

ざいます。平成 20 年度では 56 団体、1,017 名の利用がありました。利用の中身につきまして

は、講演会だとかそういったような講習会、そういったような内容になっております。 

 続きまして、防災行政無線の実績についてでございますけども、20 年度につきましては設置

のみで 21 年度からの実績になってしまいます。それで現在、町の関係機関だとか、それから、

町内会からの要望に基づいて放送を流しています。それで、ある程度公共性のあるもので放送

を流してきていまして、ちょっと件数まで今現在押さえていませんけども、それに伴って苦情

というのですか、そういったものもございまして、一番多いのがうるさいという苦情があると

いうのが事実でございます。こういったところが防災無線に関する今のところの動きです。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） まず防災センターです。1,017 人、56 団体ということでございますけ

ども、基本的に防災にかかわるようなことの講習会とか講演会だとかそういったことで使われ

るのが基本だというふうに聞いているわけでございますけれども。例えば学校教育の中で使わ

れたりするということもあったのかどうなのかということが１点です。そういったこともまた

必要なのかなと思っているのです。せっかく消防と併設されてできたものですから、幅広く町

民も利用できるような形というのが非常に望ましいのかなというふうに思うわけでございます

けども、町内会も巻き込んだり、あるいは学校教育の中で利用されるようなことが検討されな

いのかどうなのかということが１点。 

 それと、防災無線のことに関してなのですけれども、以前、実施される中身、要領を協議会

の中で検討するというお話だったのですけれども、実際に使われる中身というのをもうある程

度まとめられたのかどうなのか。一度、議会の議会報告会等も利用させていただいた、こんな

経緯もあると思うのですけども。それこそ、今新型インフルエンザ、これらも非常にはやって

きていますし、カナダに行かれた学生が成田に足どめになったとかこういう話もありますので、

予防対策等も含めて、そういったような利用だとかもできるのかなと思うわけです。これは一

つの例ですけども、実施の要領をまとめられたのかどうなのかお尋ねしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） まず最初に、防災センターの利用について。学校関係のこと
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なのですけれども、基本的には防災にかかわることというふうに聞いております。学校で利用

するときに防災にかかわるような内容の中で利用していただければというふうに担当のほうと

しては考えておりますけども。町内会の関係もそうでして、場所が防災センターということが

ありますので、私の引き継ぎの中ではそういうふうに聞かされていますので、その辺は再度国

のほうとかにちょっと使い方の範囲を少しでも広げることができるのかどうかという確認はさ

せていただきたいというふうに思います。 

 それから、防災行政無線の協議会の中身についてですけども、２回庁舎内でやっております。

当面、今要望のある放送を続けた中で、こういった内容を放送しましたと、それで、これに対

してこうでしたということを年内に１回まとめて、それを整理したいというふうに考えていま

すので、今のところ、まとめているという段階でございます。 

 それと、インフルエンザ等に関する放送等も、それはどういった内容になるかというのは別

なのですけれども、そういったものを放送すること自体は可能だと思っております。それに対

する基準も設けております。 

○委員長（及川 保君）  ほかございませんか。 

２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 消防長に１件。管理課長せっかく出ていますので１件伺います。先に

決算書の 159 ページで常備消防費３万円流用していながら 102 万円ほど不用額出しているので

す。これは多分、燃料等の削減かと思いますけども、100 万円ほど不用額出ていますので、金

額が大きいのでその辺ちょっとお聞きします。 

 次に、消防長に。消防長として人事権持っていますので、ちょっと伺います。職員の健康管

理、労務管理等について伺います。財政危機に伴って、職員が何名か早期退職されています。

それと、聞くところによると、人事交流で消防職員が１名、一般職のほうに本庁のほうに異動

されているということを聞いています。そうすると、消防の職員の人数が減員、去年から見て

もその分削減されているのかなと思うのですけども、これは実際の勤務のシフトに影響ないの

か。また、職員の労働強化につながっていないのか。その辺、消防長としてどう認識されてい

るのか。そして、21 年度、今始まっていますけども、それを踏まえて改善、工夫をされて職員

が働きやすい環境づくりになっているのかどうか。その点を伺います。 

○委員長（及川 保君） 越前消防管理課長。 

○消防管理課長（越前 寿君） それでは、今お話のありました常備消防費の需用費の不用額

が多いということに関しましてお答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、これは施設の光熱

水費、それから燃料費でございます。特に燃料費は昨年かなりの上下がありまして、年度末ま

でどれだけ庁舎の燃料をたくのか、それと、消防車の出動、救急車の出動の関係で年度末まで

推移を見守ったということでございますのでこれだけの不用額が出たということでございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 前田消防長。 

○消防長（前田登志和君） 職員の人員減等に伴います体制管理、健康管理等でございます。
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ただいま、早期退職した３名のうち２名が特定嘱託職員という形で残って、いわゆる通信業務

に従事してもらっております。そういう意味では、現段階では大幅な減というふうなことはご

ざいませんが、数名辞めておりますので今回も採用をお願いしているところでございます。委

員おっしゃられるとおり、やはり健康管理、それとあと、一番困っているのが職員の教育派遣、

これらがやはり停滞してしまうという部分。あとはやはり、ぎりぎりでやっていますので救急

出動等があったときに、非番者を多く呼ばなければならないというふうな状況、また、年次休

暇等もかなり規制しなければならないということで過酷な勤務の中でのそういうふうなストレ

スの解消といいますか、そういうふうな部分にも多少なりとも負担かけている部分、それは私

ども管理職を含め、日勤者も含めて全員でフォローといいますか、対処している状況にありま

すけれども、今理事者にも採用のほうをお願いしているところでございますので、職員には計

画的な採用をしてもらうことで理解を求めながら、今進めているとこのような状況であります。

特定嘱託職員も数年後にはやはり勤務日数も減ってきますので、それに対応するように早期な

体制づくりを進めているところでございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 何らかの形で消防長、管理者として職員に余り負担にならないような

形で考えていっていただきたいと思います。ただ、職員採用希望しているといいますけども、

財政改革プログラムからいけば、その辺十分認識されていると思いますけども、私は即採用す

るということがいいかどうかということはプログラム上十分に精査しなければいけないと思っ

ていますので、一般職なんか途中で採っているみたいですけど、それは別な問題として、ただ、

安易にそういうことにならないと私は思います。ですから、職員には気の毒ですけども、その

辺も十分考える必要あるかなとこう思いますので、ぜひ、職員が健康で我々の安全性も守って

いただければとこう思います。ただ、１名本庁に人事交流で来ていますけども、その代わりと

しては、人事交流で消防には来ていないのですか。そういう部分の兼ね合いはどうなっている

のでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 前田消防長。 

○消防長（前田登志和君） あくまでもプログラムに乗った状況の中での欠員分の補充という

ことでお願いしております。 

 今来ている職員につきましては、出向という形で籍はそこのままでございますので、逆に本

庁のほうから消防にということになっておりません。 

以上です。 

○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。10 款教育費に入ります。103 ページから 110 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。決算書は 162 ページから 167 ページでございます。 

質疑のございます方はどうぞ。 

９番、斉藤征信委員。 
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○委員（斎藤征信君） 教育問題について伺います。何点かまとめてやりたいと思うのですが、

まず１つ目は決算書の 166 ページなのですが、管理原材料費というのがありまして、管理の部

分の材料費かなというふうに思いますけれども、40 万円予算の中で 30 万円不用になっている

のです。それで、考えてみれば、こういうものは小さな修理だとか何かに使う材料なのかなと

いう気もするのですけども、学校としてはこういう細かな材料というのはたくさん必要ではな

いかと思うのですが、こんなに不用額を残していいのかということが１点です。 

 それから、次、106 ページの特別教育支援員の配置の問題について伺います。最初に特別支

援学級というのが全校に配置されているわけですけども、現状で小中別に支援学級に通う子ど

もの人数と学級数がどうなっているか。それを伺います。それから、支援員を派遣している学

校数と支援員の人数。そのことを伺いたいと思います。 

 もう１つ。これは小学校教育かな。指導全体にかかわっての生徒指導の問題についてでござ

いますが、学校教育から幼児部門まで全部つながるのかなというふうに思いますが、きのう、

教育長が 20 年度報告の中で生徒指導の報告があって、不登校、虐待、いじめの問題、問題行動

について取り組んでいる報告がありました。その中でいじめに関しての質問をしたいと思うの

ですが、現在学校で押さえているいじめの件数、それと、解決件数、学校で押さえている件数

でいいと思うのですが、小中別でどうなっているのか。その内容の主要なものは何なのか。そ

のあたり伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 何点かございましたけれども、１点目の決算書の 166 ページでし

ょうか、学校管理費関係の原材料費だったかと思います。この不用額 30 万円についてのお話で

ございます。今委員もおっしゃいましたとおり、経費節減といいますか、なるべく、そういう

原材料を伴わないものについては極力温存しているといいますか、使わないというようなこと

で残しているというようなことでございます。ただ、年度末までの間にそういったようなこと

が発生する可能性もあるということでの不用額でございます。 

 それと２点目の特別支援教育のお話だったかと思いますけども、全校の特別支援学級。最新

のものでお答えさせていただきます。今年度９月１日現在の特別支援学級の学級数、児童生徒

数でございますけども、学校別ということでございますので小学校から話させていただきます

と、小学校については 32 名で 17 学級でございます。中学校については８学級で 17 名という状

況になってございます。 

 それと３点目の特別支援員の人数でございます。これにつきましては、昨年の７月から２名

の特別支援教育に関する支援員を町費で採用してございまして、この配置校についてもお答え

したほうがよろしいでしょうか。配置校については、昨年、白老小学校と竹浦小学校、この２

校。学校現場の要望、または、協議、調整をさせていただきまして２名の配置をさせていただ

いているところでございます。それと、今年度につきましては、当初予算から計上させていた

だきまして、現在は４名の配置をさせていただいております。これにつきましては、白老小学

校、竹浦小学校、緑丘小学校、萩野小学校の４校でございます。これも先ほど申し上げました
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とおり、学校現場または必要に応じて、この４名を配置しているところでございます。 

 それと４点目のいじめの関係でございますけども、小中別の内容ということでございます。

ご存知のとおり、心の教育強調月間ということで年２回、春５月と年明けの２月にいじめに対

応してございます。その中で年２回ほど学校でもアンケート等をとって学校の実態を押さえて

ございますけども、最新の今回の 21 年度５月の状況でございますが、小学校では学校で押さえ

ているいじめの認知件数と、その解消件数についてでございますが、31 名のいじめの認知件数

を押さえてございまして、そのうち８月まで 28 件の解消を行っているということで、残り３件

と。３件については継続的に対応しているという状況でございます。それと、中学校でござい

ますけれども、中学校についても同じく 4 月から８月までの間に 18 件の認知件数を学校で押さ

えてございまして、そのうち 10 件解消しているということで、残り８件については引き続き学

校現場で対応しているというような状況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） 一番最初に聞きましたのはわかりました。現場で節約をしてお金を残

していくということは、昔はだめだと言われたわけですけども、最近では少しでも多く残して

いきたいということで協力しているのであれば、これはうんと褒めてあげなければならないこ

とではないかとそういう認識で、これは今伺いました。それはわかりました。 

 それで、特別支援の支援員の問題なのですが、支援員というのは普通学級に通う子どもの障

がい児への支援だというふうに認識するわけですけども、ちょっとこの辺よくわからないので

す。普通学級で支援をしている、その子どもが支援学級へ通級するという、そういう場合とい

うのがあるのかないのか。その場合、両方にまたがって授業を受けているというようなことは

ないのかどうなのか。その場合には、この支援員というのはついて歩いているのかどうなのか

という問題。そのことが１つ。 

 それから、今は普通学級への支援なのですけども、支援学級に通う障がい児には担任がもち

ろんいるわけですけども、そこには支援員というのは必要ないのかどうなのか。このあたりを

伺いたいと思うのです。それで、先ほどの話の中で支援員は町費というふうに言われたわけで

すけども、賃金として約 125 万円、20 年度では計上されているわけですけども、これは道費は

こういう形での支援員を配置するための措置というのは、道費なんかには全くないのかどうな

のか。丸々町が持ち出さなければならないものなのかどうなのか。そのあたり伺います。 

 次、生徒指導の問題ですが、私、いじめがいまだにまだあると学校が押さえているという、

それでも大分努力はしているのだなというふうには思うのですけれども、一番心配するのは、

きのう、教育長の報告の中で要保護児童対策の中で児童虐待相談件数が実人数で 41 人相談に対

応してきたという報告があったのです。この数字が幼児の部分なのか、学童の部分なのかがち

ょっとわからないのですけども、幼児から全体通してそういう人数が 41 人いるということは最

近としては相当ふえてきているのではないかと心配するわけです。虐待ですから、前に話を聞

いたときに親のネグレクトが一番多いという数字は聞いているから、大体そういう傾向だなと
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いうふうには認識するわけですけども、学校の中でこういう家庭の状況を背負ってきて、それ

でいじめにあっているというような、そういう状況というのはつかまえられないかどうか。つ

かまえていないかどうか。もちろん学校の中でいじめられるものというのは相当種類があって、

これと決めることはまずできないのだけども、家庭のそういう状況を背負ってきていじめの原

因になっているというようなことをつかまえていないかどうか。そのあたり伺います。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 何点かございましたけども、特別支援員が普通学級かどうかとい

うことのお話がございました。まず、特別支援を要する子については、表現がいいかどうかわ

かりませんけども、軽度といいますか、普通学級で一緒に学習をできる子、それと、特別支援

を要する特別支援学級で学習をする子というような分けをしてございますが、この特別支援員

については、普通学級で一緒に学習をするといったときに特別支援員を町費で配置して、いわ

ゆる担任の先生ともう一人特別支援員が入って、そこで学習をするというようなことでござい

ます。 

 それと、特別支援学級の子と交わるといいますか、交流するようなときには特別支援員はど

うなのかというお話だったかと思いますけども、それについても、そういう交流のときには特

別支援員がそこに一緒に入っていくというような体制をとってございます。 

 それと、３点目だったと思いますけども、一応町費でこの特別支援員については賄っている

のかというようなご質問だったかと思いますけども、または道費があるのかと。基本的には、

この特別支援につきましては地方財政措置、いわゆる交付税措置がされてございます。ただ、

交付税は一般財源でございますので、いろいろな財政状況などを踏まえて、先ほども申し上げ

ましたとおり、各学校の特別支援を要する子たちの状況などを各学校現場と協議、調整または

要望を受けまして、その辺の必要数といいますか、そういうような形で 20 年度２名、21 年度

から４名というような配置をしてございます。 

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） いじめに関連してということで要保護児童の人数等で、小学校、

中学校合わせまして、昨年は 23 名が一応相談ということでいただいております。そのほとんど

がネグレクトといいますか、家庭の中での保護者の養育にいろいろと問題があって、というお

子さんがいらっしゃるものですから、当然、こういう着る物等についても十分洗濯がされてい

なかったり、それから、お風呂もなかなか入る機会がなくてというお子さんにつきましては、

当然におい等ということがございますので、その家庭での養育不足が学校へ行ったときに、体

臭が結構きつくて嫌だとかそういうようなところでは状況としてはあるかなと。それが直接い

じめの原因となるかというところについてはちょっと明言はできないのですが、そういうよう

なところではもちろん、その本人自身は嫌な思いをしているというのは現状としてあるかとい

うふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 久慈教育部長。 
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○教育部長（久慈幸男君） 要保護の関係でもう１点ちょっと私のほうから補足しますけども。

これについてはやっぱり早期発見ということが大切だと思います。そして、早期対応するとい

うこと。それで、保健所を中心として要保護の対策の協議会をつくりまして、そこでケースが

出てきたら、すぐ対応するというようなことで、そういう専門機関を諮って対応しているとい

うような実態でございます。だけども、先ほど言ったように、若干ですけども、いじめ、虐待

等の件数は残念ながらふえているというような状態でございます。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 支援員につきましては全額町費の中で４人雇用しているということに

ついては、これはやっぱり評価されるべきことだろうというふうに思うのですが、今交付税も

措置されているというような話がありました。そういう支援員に必要なお金としてある程度は

来る。だけども、それが必要に応じてそれが使われて、一般財源だからなくなる部分というの

はあるのだろうと思いますけども。必要なものはそこからも使えるというふうに解釈していい

のかどうなのか。それがまるっきりなしで全部町費の中に入ってしまって、あとは町費で賄っ

ているのだと、こういうことの解釈になるのですか。交付税の扱い方というのは、ちょっとよ

くつかみきれないわけですけども。 

 ただ、私が今お聞きしたいのは、４名を町費で雇用するということはもう限界ぐらいなのだ

ろうなと。これ以上無理なのだろうなとは思うのですけども。普通学級へ通う障がいを持って

いる子どもたちもかなりの数でいるのではないかというふうに思うのです。小中学校全校のク

ラスの数からいえば、配置の要望というのはまだまだ多いのではないかと。だから、今２人を

４人にしたということのようですけども、その４人でもうこれでいいか。まだまだ配置しなけ

ればならないような状況にあるかどうか。そのあたりを伺いたいと思うのです。 

 先ほど聞くのを忘れたのですけども、支援員の資格、身分というのはどういうことなのです

か。何かの免許を持っていなければならないとか、そういう資格というのはあるのかどうなの

か。それもお答えください。 

 それから、生徒指導について大体わかりました。ただ、いじめというのは陰に回って陰湿な

ものが多いわけですけれども、早期発見というのが部長が言われたようにすごく大事なこと。

ところが、その早期発見はやはり担任教師のアンテナなのだろうと思うのです。そこに引っか

からなかったら、何もないよというふうに全部通ってしまうわけです。そういう教員のアンテ

ナ、あるいは保育所の先生方のアンテナに引っかかったものがすぐにキャッチできるような体

制というのを教育委員会、子ども課としてはどんなふうにとっているのか。来たものは関係機

関と相談して対応しているということはわかるのですけども、現場で起こっているものを即座

につかむと。日常的に即座につかむ体制というのはどんなふうに考えられているのか。そのあ

たり伺います。 

○委員長（及川 保君） 大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） 今の斎藤委員の質問の中で普通交付税の役割といいますか、

性格という部分がご質問にありましたので、その点お答えしたいと思います。普通交付税につ
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いては、ご承知のとおり、算定する段階に当たっては一定の基準ということでいろいろな、い

わゆる支出部門、消防費であったり道路関係であったりですとか、教育費も含めて、そういっ

た一定の基準ということで積算して基準財政需要額というのを算出し、そこから逆に一定の基

準である収入額を差し引いた残りの部分が普通交付税として交付されるということになってご

ざいます。それで、地方交付税の交付税法の第３条第３項には、一たん交付された地方交付税

をどのような使途にあてるかは、地方公共団体の自由にゆだねられていると。国は地方自治の

本旨を尊重し、これに条件をつけ、または使途を制限してはならないものとこのようにうたわ

れてございます。ですから、逆に普通交付税で措置されるというような言い方をされたとして

も、これはあくまでも一般財源として扱われますので町税と同様の形と。ですから、今回の支

援教育の部分の財源についても、あくまでも一般財源というような扱いになるということです。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） まず、支援員の今後の配置状況ということだったかと思います。

これにつきましても、こういう特別支援を要する、委員もご存知のとおり、平成 19 年度から特

別支援教育が完全に実施されたということに伴って、特別支援を要する子も徐々にふえつつあ

る状況にあります。そんな中にあって学校現場も非常に苦慮しているところでございます。そ

んなことを踏まえますと、やはり今後も学校現場と協議をしながら、この辺の増員を検討して

いかなくてはいけない時期には来ているかなと思っておりますが、今ここで、それでは、次年

度から５名にします、６名にしますというようなお話はできませんけども、いずれにしてもそ

ういう学校現場と十分協議をしながら支援員の配置についても協議していきたいというふうに

お答えさせていただきます。 

 それと、支援員の資格についてでございますけども、基本的には例えば保育園の保育士また

は教職の経験がある方というような条件をもって採用しているという状況でございます。 

 それと、ちょっと質問の趣旨が違っていたら申しわけございませんけども、学校現場におけ

るいじめの関係について、学校現場で教職員がそれぞれアンテナを張っているのかどうかとい

うような趣旨だと思いますけども、それはもう、以前からお話ししているとおり、学校現場に

おいては、例えば学級担任が朝の会のときに各学校で子どもたちの顔色または状況を判断しな

がら、常々、下校時・・・。 

○委員（斎藤征信君） 大体つかまえているかの問題ではなくて、そういうつかまえたものが

すぐ教育委員会のほうでキャッチできる体制というのはどんなふうになっているのだと。 

○教育課長（本間勝治君） そういうことについては、学校現場から報告だとかそういうもの

を受けて、教育委員会と学校現場とそれぞれ協議をしながら対応しているというのが実態でご

ざいます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 今のいじめ等のあったときの対応ですけども、これについては先

ほど私のほうから言いましたように、その関係者の協議会がございまして、ケース会議という
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のを常に開いております。ですから、そういうような事案があれば即対応していくというよう

な状況でございます。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。 

それでは、暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時２０分 

                                         

再開 午後 ２時３４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。 

 今ほどの斎藤委員の質問に対しまして補足説明がございます、久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 先ほどの関係でちょっと補足と訂正をしたいと思います。要保護

の児童対策の協議会でございますけども、これは主に虐待を受けた子どもに対してどう保護す

るかということでケース会議を開いていると。ですから、こういうことがあれば即、児童相談

所を中心としてケース会議を開催して対応しているというような状況でございます。 

 それから、学校等のいじめがあった場合でございますけども、これは教育委員会のほうに学

校のほうから連絡がございまして、それで、教育委員会の指導主幹が配置されておりますので、

指導主幹と連携を取りながら学校と対応しているとこういうようなことでございますのでご理

解していただきたいと思います。 

○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。早く終われということですので簡単に聞きます。教

員住宅管理経費があるのですが、教員住宅の家の周りの管理というのはどういうふうになって

いるのか。割と地域の方々から草刈り等がきちんとされていないというお話が結構あって、私

も行ってみたのですがちょっとひどいなと。空き家かなと思うような状態でしたので、その辺

の管理がどうなっているのか１点伺いたいと思います。 

 それから、もう１点。106 ページの学校図書館支援センター推進事業について伺います。こ

れは図書司書３名を配置して、学校図書館の整理、整備、推薦図書のリスト作成とか図書ボラ

ンティアの育成等をやって、私たちも学校図書館を見せていただいたのですが、かなりきちん

と整備をされて、以前とは見違える、ビフォー・アフターではないですけど、本当に使用前・

使用後という感じで本当に見事に変わっていました。それを今後、図書司書は１年間の事業で

したので、図書司書が１人残ったのかどうかわかりませんけれども、これを維持していくとい

うことがかなり今後厳しいのではないかということで委員会でもちょっと取り上げたのですが、

その後、この管理をどのようにされているか。そして、その状況が今も維持されているのかど

うなのか。その点を伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） ２点ほどございました。まず、教職員住宅の管理の関係でござい

ますけども、教育委員会のほうでも校長会、教頭会などを通じて入っている先生方の周辺整備

ということで草刈り等を随時やってくださいというようなことは強く申し入れをしてございま



 86 

す。ただ、今吉田委員おっしゃったとおり、中にはそういった管理をしていない先生もいらっ

しゃるような話を聞いておりますので、今後も尚一層そういった管理について、地域住民に迷

惑をかけないような状況を強く言っていきたいというふうに思っております。 

 それと、２点目の学校図書館の関係でございますけども、これにつきましてもご存知のとお

り、平成 19 年度、20 年度、道内で２カ所のうちの１カ所として白老町が 19 年度に文科省の指

定を受けて学校図書館整備を行ってまいりました。20 年度で終わりましたが、せっかく整備し

た学校図書館について、21 年度から新たに一般財源で臨時職員を１名配置しまして、平成 17

年度から嘱託で１名おりましたけども、それ以外にもう１名臨時職員を配置して現在の状況を

維持するために今そういう対応をしております。それと同時に、昨年の総務文教常任委員会の

所管事務調査の中でもお話ししておりますけども、各学校ボランティアの活用も今後の課題で

あるということで、その辺の対応も今進めているところで、ほぼの学校については学校図書館

ボランティアの方々の協力を得て進めているということですが、まだまだ完全ではないという

ふうな思いもございますので、それらを活用してさらなる充実を図ってまいりたいというふう

に考えてございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 教員住宅の周りの草のことなのですが、校長会等で言って、極力やっ

ていただくということなのですが、さっきの質問ではないですけど、その後、それが実行され

ているかどうか一度行ってご覧になるといいと思うのです。本当に空き家なのかなと。今の学

校の先生方というのは、子どもたちというのは余り先生の家には行かないのです。だから、あ

あいう状態でいいのかなと私もちょっと思ったのですが、ちょっと気持ち悪くて入っていけな

いです。歩くところだけありますけど、周り、腰より上ぐらいまで草伸びていますから気持ち

悪いです、本当に。あれは教育者が入っている住宅とはとても見えないです。一般の独身者で

忙しくてできないという人より悪いです。本当にあれは、私は厳しくきちんとしていかないと。

教員の先生方が悪いというよりも、それを管理している学校というか、教育委員会が何してい

るのだろうということに私はなると思うのです。管理費もちゃんとあるわけですから。もちろ

ん、建てるものの中とかそういうものを整備するのはわかりますけども、人の目から見て、や

っぱりよくないものはきちんと管理をしていかないと。私は、中は少しくらい汚くても見えな

いからいいのです、外から。だけど、外というのは見えますから、誰が見ても。それをやっぱ

りきちんとしていかないといけないというふうに私は思うのですが、その辺もう一度伺いたい

と思います。 

それから、図書館のほうの関係はそういうふうに１名をふやして、あの形を残していきたい

という努力は大変よかったというふうに思っていますが、ボランティアの育成ももちろん図っ

ていくということで各学校に一日も早くボランティアの方々が力を借りてやっていくというこ

とが必要だと思うのです。それで、そのボランティアの育成も、もちろん司書の人たちがやっ

ていくべきだと思うのですが、もう１点、学校司書教諭の配置がされている学校があるのです
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が、やっぱりこの活用がなかなか、普通の授業もやって、そちらもやるということはなかなか

できないということなのですが、今後、このあり方、本当は各学校 12 学級以上には置くように

なっているのかな、そういったことも含めると今後のこの配置に関してはどのように考えてい

かれるのか。その点伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） まず１点目の教職員住宅の外回り、環境整備のことにつきまして

は、委員おっしゃるとおりでございます。ただ、先生方もいろいろ忙しい現場を・・・。そん

なこともありますけども、先ほど申し上げましたとおり、そういう機会をとらえて、今まで以

上に環境整備、草刈りをするように強く申し入れして、環境整備を図るように努めていきたい

というふうにお答えさせていただきます。 

 それと、学校図書館司書の関係につきましても先ほど申し上げましたとおり、それと、図書

ボランティアの方々についてもさらなる充実を図っていきたいというふうに考えておりますし、

まだまだ課題はいろいろありますけども、その辺を教育委員会としても各学校と連携を取りな

がら、子どもたちの読書活動の普及に努めていきたいということで考えております。 

 それと、３点目の図書教諭については、今吉田委員おっしゃったとおり、12 学級以上の学校

について図書教諭が配置されるというところで、今町内の小中学校のうち２校に図書教諭が配

置されておりますが、これは人事の問題もございます。12 学級以上という学校規模にもよりま

すので、その辺も含めて道教委のほうにはいろいろ要請はしていきたいとは思いますけども、

そんな人事の関係もございます。それと、人事の中では 12 学級なくても図書教諭の資格を持っ

た先生が人事異動で来られるというケースもございます。そういったことも含めて図書教諭の

活用も今後図っていきたいと。今までも図っているのですが、これからもさらに図っていきた

いというふうに考えてございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員 (吉田和子君) 草刈りの件なのですが、先生方ですから忙しいのだと思います。ただ、

今土日も休みになっていますし、いろいろな面で私はもし自分たちですることができないので

あれば、今高齢者事業団、町内でも本当に草刈り、空き家でも何とかしようということで町内

で協力して草刈りをするような時代なのです。だからやっぱり、家賃ももらっているのではな

いかと思いますけれども、もし、できないのであれば、家賃に上乗せして草刈り分とかを取っ

て乗せるとか。それはやっていいかどうかわからないですけど、何かの形で私はやっぱり見た

目をきちんとしていただきたいというふうに思います。そういうことでいろいろ声が出ていま

すけども、やっぱりみんながそれを問題に見ているということですのできちんとした対応をし

ていっていただきたいと思います。 

 それから、最後の学校図書教諭の話なのですが、これは配置すれということではなくて、配

置はされてくるのだと思うのです。ただ、なかなか学校の教育、子どもの教育をやってそちら

ですから、なかなかいかないので、やっぱり学校自体のそのものに対する理解を深めて、少し
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でも図書のほうに携われるような体制づくりをしなければならないのではないかということで

申し述べました。 

○委員長（及川 保君） 久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 住宅環境の関係ですが、先般も校長会、教頭会で話はしました。

自分の住宅の身の回りぐらいはきちんとすれという話はしております。きょうのまた吉田委員

の意見を受けて、さらにまた校長会、教頭会のほうできつく申し述べたいなとこう思っており

ますのでご理解お願いしたいと思います。 

○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） いただいた資料に基づいて質問させていただきます、教育費の関係で。

資料５、６と皆さんのほうに渡っているかどうかわからないのですけども、私どもが資料請求

しました中で質問させていただきます。まず最初に、学校図書費調査ということで過去５年間

の資料をいただきました。これを見ましたら、平成 16 年度から 20 年度、昨年度までなのです

けども、５年間合計で交付税算定額が 2,582 万 2,040 円。実際に図書備品費として買われた金

額が 1,274 万 8,653 円。実際に使われなかった金額が 1,307 万 3,387 円。実に 50.62％使われ

ていないということがこの資料からわかりました。 

 次に、その隣の教育費調査ということで平成 16 年から 20 年度まで教育費いただきまして、

交付税算定されたものと実際に執行された金額が入っているわけなのですけど、16 年度が５億

4,800 円、17 年度が５億 5,400 万円、18 年度が４億 8,600 万円、19 年度が５億 1,000 万円、20

年度が４億 1,900 万円、こういうふうになっているのですけども、実際にこのような使われ方

を教育費また学校図書費されていますけども、財政課としてどのように思われているのか。教

育長はこれでよろしいと思っておられるのか。そして、監査委員さんはこれについて、どのよ

うにお考えなのか、一つお伺いしてみたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） 財政担当としてどう考えているかというご質問でございまし

たので私のほうからお答えします。資料５、６の部分でございますが、先ほども申しましたと

おり、あくまでも交付税算定額という部分で、これはあくまでも算定する上での基準というふ

うにとらえてございます。それで、あくまでも町税と同じ、地方交付税についても一般財源と

いう扱いをしてございますので、町税も含めて一般財源の中でどのような政策を選択するかと

いうのは、これは町の裁量に任せられているというようなことで考えてございますので、今回

のこの表を見る限り特段教育費が低いですとかそういった部分で財政のほうはとらえているわ

けではございません。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） ご質問の学校図書費あるいは教育費の交付税との関係ということで

いえば、事務的な部分としては、今財政税務課長が答えたとおりでございます。それで、教育
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費の予算組みといいますか、そこら辺につきましては当然継続事業あるいは臨時事業を含めて

事業査定の中で事業要望した中で最終的に決定するというようなことでございますので、決し

て、やるべきことをしないでと、やりたいことはたくさんありますけども、そういう全体事業

の中で調整した中での教育費の予算決定かなというふうに思います。また、額がここだけ見ま

すと多い年、少ない年ありますけども、これは全体の総額予算が減ってきている中ではその割

合はそんなに教育は少なくなっていないのかなというふうに思いますし、今回の経済対策も言

われましたけども、教育費かなり事業をいただいたというふうに思っていますので、そこら辺

にかかる事業については、教育予算はある程度つけていただいているというふうには思ってお

ります。 

○委員長（及川 保君） 岡代表監査委員。 

○監査委員（岡 英一君） 監査委員としては特に申し上げることはございません。どちらか

というと政策にかかわることではなかろうかと思いますので、そういうふうにお答えさせてい

ただきます。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） お三方とも特に問題はないというご答弁だったような気がいたします。

私は非常に問題ではないかなと思っております。学校図書費のほうからまず見ますと、16 年、

17 年にかけましては約 400 万円近く小学校、中学校で本を買っているのです。18 年度に至って

は交付税措置が 425 万 1,000 円に対して、実際に使ったのが 167 万 7,000 円。約 257 万 3,000

円使っていないのです。19 年度は 673 万 5,000 円に対して買っている金額が 155 万円。約 518

万 4,000 円使っていない。20 年度に至っては 726 万 2,169 円に対して買った本が 162 万 5,245

円。実際には 563 万 6,924 円買っていないということになるのです。ですから、私が申し上げ

たいのは、学校図書費なんかも実際に先ほど前段でほかの委員も聞いていましたけども、やは

り図書司書を配置するとかいろいろなことでもって、これから先やはり図書の本とかそういう

施設をやっていこうという形の中で、政策的にやっていこうと国がしている中で、実際に白老

町はこれだけ買われていない。実際に予算措置されているものから 1,300 万円使われていない。

反対に使っている金額のほうが少ないというのは非常に問題ではないかなと私は一つ思います。

これまず、お伝えしたいと思います。 

 ２つ目に教育費調査のほうで、実際に教育費はそれほど変わっていないと言っていますけれ

ども、実際に今年度の交付税率から見たら、約１億 700 万円減っている。前年度から比べても

9,090 万円減っていると。大きく減っているわけです。やはり私は、教育というのは常に、子

供たちというのは毎年毎年新しく入ってくるわけなのです。そして、毎年卒業していきます。

ですから、やはり常に同じものでなければならないのかなと。やはりこういうふうに確かに白

老町は財政難だったということもありますけれども、やはりこういう継続していくべきものは

きちんと継続していかなければならないのではないのかなと。ですから、大変だというのはわ

かりますけれども、削るべきところと削られないものというのはあると。教育費は絶対削って

はいけない項目ではないかなと思っております。このことに関しまして、きょうは町長いらっ



 90 

しゃいませんので、次回、町長にぜひお考えを答弁お願いしたいと思います。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時５７分 

                                         

再開 午後 ２時５８分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 ただいまの西田委員の質問については、28 日に改めて町長在籍のもとで実施するということ

でございますのでご理解願いたいと思います。 

失礼いたしました。ただいまの西田委員の質問を一たん取り消しということでよろしいです

ね。そういう形で持っていきたいと思うのですがよろしいでしょうか。これは委員会規則の中

の「第 29 条 発言した委員は委員会の許可を得て発言を取り消し、または委員長の許可を得て

発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は字句に限るものとし、発言を省略する

ことはできない。」。 

ただいまの西田委員の発言は、委員会規則第 29 条の中で明示されておりますので、これに

従って取り消しということで皆さんにお諮りいたしたいと思います。２問目からです。１問目

については答弁していますから。２問目についての質問から 28 日に町長が在籍のものと実施す

るということでよろしいですね、異議ありませんね。 

それでは、続けてまいりたいと思い思います。 

ほかございませんか。 

14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 14 番、氏家です。学校図書費について若干ちょっとお伺いしておきた

いなと思います。今、同僚委員からの質問がありましたけども、学校図書費については 16 年か

ら始まり、この資料に基づいてお話ししますと、20 年度までの間にそのときの経済状況、また

は国のいろいろな政策の中で町内の図書費全般が下がってきているというのはわかるのです。

そして、その交付税算定額、僕はこの意味をちょっと理解していきたいなと思うのです。交付

税算定額は徐々に上がってはきているのですけども、でも、全体の国の予算が上がっているわ

けではないです。その中に踏み込まれた交付税、その中の算定額がこれだけあるということで、

15 年からでしたか、図書費の交付税措置 600 億円というのが５年計画ぐらいであったのです。

それに伴っての算定額の基準の上昇だと僕は理解しているのです。それで、これについては算

定額が上がって、市町村における学校図書費が下がっている。この数字だけを見るとすごく矛

盾しているように見えるのだけども、僕は例えば学校教育においての心の教育だとか、子供た

ちの心の教育がすごく荒廃してきた中での読書活動の重要さ、そういったものが国として大事

だということで読書活動にすごく力を入れてきたという背景が、この算定額基準の中で含まれ

ているような気がしてならないのです。その中で白老町は幼児教育から、ブックスタートから

始まって、それから、先ほど同僚委員も言っていましたけども、図書ボランティアの育成だと
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か地域の読み聞かせの活動がすごく今充実してきて、学校の中で、または地域の中で充実して

きたということがすごく目に見えてきている。だから、例えば数年前の萩野小学校の学校図書

の部分も表彰した部分というのも結果として出てきました。それで、私はやっぱり心の問題、

子供たちの心の問題には読書活動というのがすごく重要だということはいろいろな教育者の

方々から聞くのです。こういった整備をしていく中、また、地域のそういった活動を通しなが

ら、数年前までは学校の朝の時間を使ったり、いろいろな時間を使って読書活動をされている

ところとされていなかったところがあったように聞かれましたけども、今その現状はどうなっ

ているのか。その点についてちょっと１点お伺いしておきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 各学校の取り組みの話でございますけども、今各学校、全校でご

ざいますけども、毎朝、朝読書を 10 分間やっているそうでございます。それで、先生にちょっ

と聞いたところによりますと、読書することによって、授業に向かう姿勢といいますか、子供

たちが落ち着いて授業に入ることができるというようなお話をされておりました。ですから、

朝読書 10 分間というのは非常に大きな効果を生んでいるのではないかなというふうに思って

おります。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 私は確かにたくさんの予算があって、たくさんの新しい本が買えて、

それがみんな子供たちの手元に渡るということが理想なことだと思っていますし、できること

であればそうしていただきたいと思います。ただ、それが買わなければということで、いろい

ろな政策を町としてとってきたと思うのです。例えば巡回図書だとかそういったものも積極的

に取り入れながら、各学校、本の巡回をさせているという話も聞いております。今回 20 年度の

予算を見ますと小学校、中学校、若干前年度よりも予算措置がされていると。少子化も伴って

段々本の数的なものについてはどうなのかなと私思いますけども、極力やっぱり今後もこの水

準だけは維持しながら新しい図書を、何年かごとに古い本は刷新していきます。そして、やっ

ぱり新しい本をなるべく子供たちの手元に届けていただきたいなと思うのですけども、今後の

学校図書費の傾向について、確かに財政的な面もあるでしょうけども、今部長が言われたとお

り、学校の中での読書活動がそれだけ効果があるということはもう認めていらっしゃるわけで

すから、それをどう生かしていくのかということをやっぱりこれから考えながら、この図書費

については考えていかなければならないと私は考えますけど、教育長、その辺についてはどう

でしょうか。 

○委員長（及川 保君） 白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） 先ほど同僚委員の質問にも答えているとおり、図書費のお話でござ

いますけども。先ほども部長が答えたとおり、各学校がいわゆる朝読書、それから、読み聞か

せということで全校全部やって、先ほど効果と言いますか、授業に入る前の落ち着きというよ

うなことでの効果、それから、やはり今回いろいろ学力の問題もありましたけども、それの対

応策の一つとして、やはり朝読書も取り入れるというようなことで位置づけは各学校効果があ
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るというような位置づけの中で考えております。そして、ご質問の図書費の今後の整備計画で

すけども、先ほども言いましたとおり全体の予算がありますけども、私どものほうとしては、

そういう読書活動が国語離れ、活字離れと言われる中でやはり読解力、そういうことの情操に

役立つというような位置づけもありますので、これらについては図書整備率を含めて予算確保

に向けて取り組みたいというふうに思っています。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

 次に進みます。111 ページから 114 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 166 ページから 169 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。114 ページから 124 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 175 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） １点だけちょっとお伺いいたします。ここに入るかどうかちょっと迷

いながらなのですけども、青少年教育推進経費というのがあるのですが、総合学習になるのか、

その辺ちょっと迷って聞いているのですが。今青少年を犯罪から守るということで、そういっ

た施策の中で最近薬物の乱用ということで、かなりいろいろなことで問題になっている。それ

から、あるボランティア団体がアンケートをとったときに、10 代から 30 代の中で使用経験が

あると回答したのが７％あったというのです。そういうことから見ると、10 代から薬物に対す

る危険度というか、認識していないというか、よくわからないで使うとか、今使いやすい玉状

になったものもあるということでそういったことがあるのですが、聞くところによると、この

間の報道にありましたけれども、小学生が薬物防止キャラバンカーを利用しての勉強をしてい

ると。中学校も何かいろいろ取り組んでいるということなのですが、小中高、社会教育という

中でやっぱり薬物に対しての指導体制というのはどのようにお考えで、また、どんなことが実

行されているのかちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 今吉田委員おっしゃったとおり、小中におきまして、薬物の害に

対する教育は道の協力も得まして、そういうキャンペーンという形で実施してございます。要

するに、簡単に言いますと、薬物の依存に対する恐ろしさだとかそういうようなことを各学校

で関係機関の協力を得て実施しているというような状況でございます。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 小中はわかったのですが、一番危険性のある高校生くらいがいろいろ

なことに行動範囲も広がっていくのですが、高校等ではどういう取り組みをされているのかつ

かまえているかどうかということが１点。 

 それから、白老町には保護司会というのがありますよね。こういったメンバーの方たちが、

いろいろな犯罪に手を染めたり、こういう薬物も含まれてくると思うのですが、白老町で今ま
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でそういうことがあったのかどうか私余り記憶にないのですが。薬物というのは再犯がかなり

多いということなのです。ですから、そういう保護司会の方々の協力も得たりしながら、薬物

の関係の教育をしていくとかいろいろなことを利用しながら、薬物に子供たちが侵されること

のないような教育というのが今後必要ではないかなというふうに思うのですが、その点のお考

えを伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 私のほうから一般的な犯罪更生者の対応についてちょっとお

答えします。今ご質問の中にあった保護司の方の仕事というのは、刑の裁きを受けて社会に戻

って来られた方について、執行猶予等の一定期間、そういうような保護観察を必要とする人に

対しての対応ということで、これは主に１対１、１人の保護司の方で何人かを受け持っている

方がおりますけれども、そういうような形での対応ということでのお仕事といいますか、ボラ

ンティアとしてのそういう仕事が保護司の仕事ということでございます。その中の犯罪の中に

は確かにこういう部分もあろうかと思いますけれども、ただ、保護司会のほうで犯罪の未然予

防という部分では、これはなかなか一般的な部分では社会を明るくする運動とかそういう部分

では一応あわせて取り組んでいるというのは聞いてございますけれども、特に薬物について青

少年の部分でというのは、これはやはり青少年の健全育成の中で、先ほどから学校関係言われ

ていますけども、そちらのほうで取り組んでいただくほうがよろしいのかなと思います。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） もう１点の質問で高校ではどうかというご質問だったのですが、

申しわけございません、その辺については教育委員会のほうでは押さえてございません。です

から、今後、後ほど町内の高校にもその辺の対応については確認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） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 私ちょっと不足しておりましたけれども、保護司会のほうの

実質な活動として、各学校訪問の中で犯罪の未然防止という部分での講話等も学校等の協力を

得ながらやっているという活動も確かにございました。その中にはこういう部分も入っている

のかなというふうに考えてございます。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 高校関係は確認すると言っていましたけれども、また、そういういろ

いろなことを利用しながら進めていく、確かに東高校は何かやっているというふうにはちょっ

と聞いているのですが、その辺を確認しながら、そういったことから子供たちを守るための施

策を進めていっていただきたいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 11 番、土屋です。図書館運営経費の中の図書等購入経費についてお
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聞きします。この図書を購入する際には、どのような図書を購入するか決めるのは誰であるの

かということと、また、その中では利用者からの希望も含まれるのか。 

 それと、前年比で図書館の利用はどのようになっているのか、ちょっとお知らせください。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 図書館の購入経費の中の図書備品購入費のことだと思いますけど

も、どういう視点で図書を選書しているかというようなことでございます。これについては、

私どもの課の中で当然図書館が所管になっておりますけども、図書館司書がおります。全道的

なそういう研修だとか、そういったような他の図書館との連絡調整、情報収集などを踏まえて、

そんなことを参考にしながら、または、図書館の利用者のニーズも含めて、そういった図書の

購入にあてていると、対応しているというようなことでございます。 

○委員長（及川 保君） 久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 私のほうで押さえていますのでお答えいたします。120 ページの

上のほうに貸し出し冊数７万 6,948 冊、20 年度で貸し出ししたというふうになっていますが、

19 年度は６万 7,933 冊ということで、9,015 冊ふえているとこういう状況でございます。 

○委員長（及川 保君） 11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 11 番、土屋です。明るい数字が出ていて、それだけ、今図書館を利

用している方も多いということなのでしょうけども。図書館にも司書さんがいらっしゃいます

けど、図書館そのものを運営するというか、図書運営委員さんみたいな方はいらっしゃらない

のですか。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 図書館の運営協議会についてはございます。そんな中でもこうい

ったようなご意見をお伺いしながら、図書館の運営にあたっております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 11 番、土屋です。本当にいい運営をして、白老の文化を高めてほし

いと思います。それで、購入する本の選定にあたっては、本当にいろいろ問題もあると思いま

すけれども、ちょっと単純なことをお聞きしますけど、図書館には漫画本はあるのでしょうか。 

 それと、もう１つ。一般の方からの貸与といいますか、そういうことも含めて実際にどのく

らいの数、ここに出ておりますけれども、過去において、どのくらいの貸与があったのか。寄

附ですね。結構、家庭の中に年代物の美術全集とか眠っているものがたくさんあるのです。本

当に当時は 10 万円も 20 万円もしたような本が。たまたま家にもそういう本がたくさんあるの

です。ただ、抱えきれなくなってきて、どこかに置きたいと思っても置けない部分があるので、

そういうことも含めてどうなのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。  

○教育課長（本間勝治君） １点目の漫画本があるかということにつきましては、ございます。 

 それと、過去においての話はちょっとあれですけども、今委員おっしゃっているのは、各家
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庭でもういらなくなった本といいますか、そういう本を図書館に例えば寄贈したいとかそうい

ったようなことのお話かと思いますけども、それは年間を通じて何件がそういうお話がござい

まして、図書館の職員がそのお宅に出向いて、その本を確認させていただいたり、見せていた

だいたりしまして、それを図書館のほうに寄贈いただけるものと、これはやはりもう、図書館

でいえば除斥すべきものというようなことで、いただくものはいただく、いただけないものは

いただけないというようなことでの対応はしております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。ありませんね。 

 それでは、次に進みます。124 ページ６項保健体育費から 127 ページ７項給食センターまで。

決算書は 174 ページから 179 ページまででございます。 

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） 125 ページでございます。平成 20 年度社会体育施設利用状況という、

この表の中でちょっと着目したところがございます。森野スキー場とポロトスケートリンクの

年間の利用日数。森野スキー場が 19 日、ポロトスケートリンクが 14 日ということでございま

す。これは、自然現象の中で温暖化ということで私たちが子供の頃と比較すると、全然白老の

冬も大きく様変わりしたと。この結果、こういうような状況になっている部分と、あとは、こ

ういったようなハードなスポーツも段々やる人が少なくなってきたというそういう傾向も中に

はあると思うのですけれども。まず、伺いたいのが学校の授業として年に何回ぐらい行われて

いるのか。それと、年間の管理運営費はどのくらいなのかということを、まず最初にお尋ねを

いたしまして、費用対効果についてちょっと伺いたいなと思っております。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ３時２５分 

                                         

再開 午後 ３時４０分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 答弁保留がありました、本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 失礼いたしました。森野スキー場、ポロトスケートリンクの日数、

人数につきましては、主要成果の 125 ページのとおりでございます。それで、森野スキー場の

かかる経費につきましては５万円ほどでございます。それと、ポロトのスケートリンクにつき

ましては経費が 43 万円ほど。それと、収入については 53 万 7,000 円ほどでございます。それ

と、児童のポロトのスケートリンクの使用については延べ 958 名ということで、おおむね各学

校においては２回ほどポロトのスケートリンクに行っているというような状況でございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 今、管理費のことにつきましてはさほど、スキー場は５万円でござい
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ますし、ポロトに関しましては収入を差し引きますと 10 万円ほどプラスになっているのかなと

いうことでございます。今、この休憩中に会派の委員とちょっといろいろお話しさせていただ

いたのですけれども、各学校の父兄の皆様方が今まではスケートリンクをつくっていろいろや

っていたのですけれども、これがなかなか暖冬ということで雪そのものが降らなくなって、夜

中に踏み固めて、その上に水をまいてスケートリンクをつくっていたのですけども、そういっ

たことも段々できなくなってきている状況の中だというようなお話もいただいたわけです。そ

れで、年間２回ほどしかスケートの授業がないと。昔は本当に相当スケートの授業の回数もご

ざいましたし、冬休みなんか、私も子供の頃はよく、熱心な先生がおりましたので冬休みもび

っしり毎日のように練習をしにポロトに行った、そういう思い出があるわけですけれども。こ

れだけの回数しかない、しかも暖冬という、これからも恐らく寒い冬にはなっていかないと思

うのです。そういう中でやはり今後、授業そのものも含めて見直しも一つ視野に入れることも

あるのかなと思うのです。と申しますのは、そのためにスケート靴を購入したりとかそういう

ことも当然ございますし、子供ですから足も大きくなったりするのも早いわけですから、その

たびに買いかえなければならない、そういったようないろいろな問題もある。それらをかんが

みますと、果たして、これだけの日数で運営をしていくほうがいいのかどうなのかということ

も関係団体とも今後協議する必要あるのかなとこのようにちょっと感じたわけなのです。ただ、

白老町のスキー協会もスケート協会も多分まだあると思いますので、そういったところとも当

然協議していかなければならない、そういう問題もあると思うのですけども、このような見解

に対しましていかがでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） 今、山本委員言われたことが現実の問題なのかなというふうには思

います。各学校が、先ほどご答弁したとおり、冬期間の体育授業でスケートをやっているのが

１回ないし２回と。学校のリンクも降雪がないということと、暖冬で学校のリンクがつくれな

いというようなことで、授業そのものがポロトに来る回数以上ふえていないと言いますか、学

校でのリンクを使用できないというのが実態なのかなというふうに思います。それで、今ご意

見もありましたけども、冬の体育授業については、果たして、せっかく北海道にいながら冬の

スポーツできないというのは残念なのですけども、そこら辺の見直しと言いますか、どういう

形で冬期間の体育授業をやっていくかというのもそろそろちょっと検討する時期かなというふ

うには思います。ただ、まず、スキーのことで言いますとそんなに経費がかかっていないとい

うのは、ことしの冬からリフトを中止いたしましたので、それでモービルの圧雪だけですから、

歩くスキーコースと兼用でモービルを走らせて圧雪しているというような状況ですから、スキ

ー場のほうについては余り経費かかっていないと。そして、ポロトのほうはやはり凍結します

と重機等々を入れますので、それなりの経費はかかるのかなというふうには思いますけども、

先ほど言ったとおり 40 万円、50 万円の金ですので、期間は大変昔から比べたら短くなりまし

たけども、まだまだ白老として自然のリンクということでやっていますので、まだまだ、ちょ

っと様子見ますけども、検討する時期にきているかなというふうには思います。重複しますけ
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ども、授業のほうも日数が減るというようなことでは冬の体育の授業のあり方といいますか、

そこら辺はちょっと考えないとだめかなというふうには思います。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。ありませんね。 

 それでは、11 款災害復旧費以降に入ります。128 ページから 138 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 178 ページから 181 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、西田祐子でございます。決算書のほうの 178 ページのところで

諸支出金、基金管理費ということで 8,795 万 2,000 円取り崩しているわけなのですけども、こ

れの主な、取り崩して使用された部分を教えていただければと思います。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ３時４７分 

                                         

再開 午後 ３時５９分 

○委員長（及川 保君） 委員会を再開いたします。 

 大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） 今のご質問でございますが、諸支出金のところでの取り崩し

というようなご質問だったかと思いますが、基金からの取り崩しとなると、逆の歳入の繰入金

という形になりますが、その辺は。諸支出金の基金管理費は逆に積立額ということになります

ので、そうなりますと、主要成果の 136 ページの 5,149 万 3,147 円というのが決算額というふ

うになりまして、内訳は以下のとおりというふうになるわけでございます。 

○委員長（及川 保君） 136 ページということで質問のほうよろしいですか。それと比較し

て質問するということで。それでやってしまうと歳入になってしまうものですから。 

○委員（西田祐子君） それでは、歳入のときにお伺いします。 

○委員長（及川 保君） わかりました。 

それでは、２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） ２点伺います。まず、133 ページ。各会計別の地方債の現在高の状況

でございます。私、財政のことを聞くのですけども、今非常に財政改革プログラムで厳しい時

代ですので、それで私は少しでも財政改革プログラムを早く達成して、町民に明るい展望とい

うか政策を示すと、そういうことで若干財政のプログラムの執行状況に際して厳しく質問して

おりますのでその辺ご了承願いたいと思います。 

 冒頭、私は財政改革プログラム進捗状況の中で実質的には５億 3,000 万円しか赤字は解消さ

れていないと。それで、これを見ると、財政改革プログラムの推移でいくと 280 億 3,660 万円

に対して、この現在高が 288 億 3,500 万円です。何がしになっています。これを差し引きする
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と４億 6,900 万円オーバーしています。これは病院の特例債だと私は思います。また、この決

算ではなくて次の年度のことを言いますけども、一般会計で常に７億円ベースでいくと言って

いますけども、もう 20 年でも 12 億円いっているのです。そして、21 年度では９月現在にもう

９億 700 万円。もう完全にオーバーしております。それと、余計な心配かわかりませんけど、

もし、病院、今一生懸命やっていますけど、特例債４億 5,000 万円が病院の収支の状況によっ

ては一般会計が振りかえになるということであれば、一般会計を持つことになるのです。そう

することによって、基準ベースの７億円、これをオーバーした場合に後年度に大きな負担にな

ります。前回、同僚委員も質問しています。後年度は絶対抑えるとこう言っていますけど、こ

れだけもうオーバーしているのですけども、実際にそれだけ次年度以降抑えるだけの決意とい

うか、意識を持てるのか。これは当然、予算執行方針は理事者が出しますので、副町長として、

私が言ったこの数字の認識を今後どのような形の中でプログラムに反映されてくるか。その点

だけ伺います。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ３時５４分 

                                         

再開 午後 ３時５４分 

○委員長（及川 保君） 委員会を再開いたします。 

 ただいまの質問について、目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 公債費の関係ですけども、過去２年オーバーしていると、７億円よ

りオーバーしていると。これについてはいろいろな事情があってやむを得ず基準額をオーバー

してきたというこういうことはあると思うのですが、今後これは７億円以内にとどまるように

十分注意をしながらしていかないと、後年度の負担が段々ふえていくということになりますの

で、プログラムを確実に実行していかなければならない状態なものですから、これは死守して

いくべく十分注意を払って進めていきたい、このように考えております。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 副町長がお話しされたのは、予算審査の中でもそういう決意を述べら

れていますので、ぜひ、そういう実行をしていただきたいと思います。ということは、私は財

政プログラム進捗状況の中でこれらの部分に非常に、約 200 億円の借金ありますけど触れてい

ませんでしたので聞きました。 

 それと、今後、出ていませんでしたけど、寿幸園、バイオマスの元利が出てくるのです。そ

うすると、このプログラムでは見ていると思いますけど、もっとオーバーしてくると思います

ので、そういう認識を本当に、言葉のやりとりではなく本当に実行するという厳しい姿勢を貫

いてほしいと思いますけどもいかがでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 先ほど副町長言ったのもちょっと補足しながらご答弁させて

いただきますが、21 年度については今のところ今回の補正を加えまして５億 9,000 万円ほどに
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なってございまして、当初プログラムで７億円というものはクリアしていると。それで、去年、

おととしとオーバーしているわけですが、これは５年平均ベースでどうなのかという、こうい

う形になります。それで、19 年スタートでございますので 23 年度までと、こういう形になっ

ていまして、22 年、23 年度総トータルで、５年間で 33 億 8,400 万円ほど見込んでございます。

ですので、19 年、20 年度のオーバーした部分については後年度で調整かけると、こういう前提

で進んでいますので、十分７億円についてはクリアできるというふうに考えてございます。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか、ありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎延会の宣告 

○委員長（及川 保君） それでは、お諮りいたします。 

本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） ご異議なしと認めます。 

よって、本日はこれをもって延会することに決定いたしました。 

 本日は、これをもって延会いたします。 

（午後 ３時５７分） 


