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平成２１年白老町議会総務文教常任委員会協議会会議録 

 

平成２１年１２月１７日（木曜日） 

開  会  午後 ２時４７分 

閉  会  午後 ３時１２分 

                                         

○会議に付した事件 

１．白老町代表訪問団ケネル市訪問事業について 

                                         

○出席委員（８名） 

委 員 長 及 川   保 君      副委員長 近 藤   守 君 

委  員 本 間 広 朗 君      委  員 前 田 博 之 君 

委  員 斎 藤 征 信 君      委  員 土 屋 かづよ 君 

委  員 吉 田 和 子 君      議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     教 育 部 長    久 慈 幸 男 君 

     教 育 課 長    本 間 勝 治 君 

     教 育 課 主 査    冨 川 英 孝 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    上坊寺 博 之 君 

     主   幹    森   隆 治 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（及川 保君） ただいまから総務文教常任委員会委員会協議会を開会いたします。 

（午後 ２時４７分） 

                                         

○委員長（及川 保君） それでは、久慈教育部長どうぞ。 

○教育部長（久慈幸男君） お時間を取っていただきましてありがとうございます。これは、

白老町とケネル姉妹都市の交流事業について平成 22 度の予算案として今措置しようとしてお

ります。と言いますのは、募集期間等々もありますので、とりあえずご説明をしていきたいと

思っておりますので、よろしくお願いします。 

詳しいことにつきましては課長のほうから説明をしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長 

○教育課長（本間勝治君） それでは、議会終了後お疲れのところお時間をいただきましてあ

りがとうございます。私のほうからお手元に配布されてございます実施要項に基づきまして、

その概要についてご説明を申し上げたいと思います。 

１点目、趣旨でございます。国際姉妹都市ケネル市を訪問しホームステイ文化活動や市内見

学などを通じてケネル市への理解を促進するとともに、ケネル市民との友交親善を深めること

を目的として実施したいということでございます。 

実施方法でございますけれども、ご承知のとおり３年に１度の代表団派遣交流事業というこ

とで、前回は平成 19 年に行っております。 

日程でございますけれども、来年５月 13 日から５月 21 日の９日間を予定しております。 

訪問先については記載のとおりケネル市でございます。 

参加対象でございますが、町内在住の方、大人ということで考えてございます。 

募集人員でございますが、30 人を定員として、定員を超えた場合につきましては抽選とする

ということで、このほかに姉妹都市協会の事務局、または担当の町職員を含めて総勢 32 名を今

のところ予定しております。 

参加費用につきましては１人 22 万円ということで、内訳等については下の記載のとおりで

ございますので省略させていただきます。 

内容につきましてはホームステイによるケネル市民との交流と、２点目としてはケネル市内

の見学、ジャスパー、バンフの観光というような内容でございます。 

募集期間につきましては１月 12 日から 31 日までということで１月の広報で周知をさせてい

ただき、申し込み先につきましては白老町姉妹都市協会の事務局ということで、今部長のほう

からもお話ございましたけれども、基本的にはこれに関する補助金などを年明けの定例会３月

会議に提案したいと思っていることと、先ほども申し上げましたとおり１月の広報に周知をす

るということで、きょうお時間をいただいたところでございます。 

簡単ですが、私のほうからはご説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 
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○委員長（及川 保君） 今、部長そして課長のほうから平成 22 年度です、３年に１度の姉妹

都市であるケネル市訪問事業でございます。これが５月 13 日から 21 日の日程で予定されてお

ります。それで、来年度の予算の中にも当然入ってくるでしょうし、事前に議会のほうへ説明

したいと、こういうようなことでございます。事業等々も含めて皆さん何か聞いておきたいな

ということがありましたら、受けたいと思います。800 万円くらいの事業になりますか、総体

の事業費としては。 

本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 総体事業費といたしましては、参加者負担金、町の補助金、事業

費、その他収入というようなことも含めて、約 964 万円の事業になることを予定しております。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤 征信君） 斎藤です。上記以外の必要経費というのはどういうことですか。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） まず、今これから、先ほど申し上げましたとおり３月会議で新年

度予算を町の補助金 250 万円ほどをご提案させていただきたいと考えておりますが、それ以外

にかかる経費として、航空運賃、それと宿泊代、食事代、雑費 10 万といったようなことで 964

万円なのですが、そのほかに姉妹都市協会のほうからの助成金、それと姉妹都市協会の引率者

の旅費、それと町職員の引率者の旅費というようなことで、諸々964 万円というような形で考

えてございます。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） ということは、個人にかかわる経費ではないわけです、ということに

解釈していいですか。個人でかかる部分については全額負担になるわけですよね。全体の集団

としての何か経費だということになれば、その他の経費になるのかもしれませんけれども、個

人で行くというのは、あくまでも自己負担というのが原則なわけですよね、と解釈してもいい

のですよね。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 個人負担は 22 万円ですけど、そのうち航空賃が約 17 万円、それ

と宿泊代と食事代等が個人負担の 22 万円で賄いますということです。そのほかにかかるものが

向こうに行ってから、または国内のバス移動のバス借り上げ代、それと事務費、ケネル市側と

の連絡調整事務だとか、参加者の説明会の会議費、または資料作成というようなもろもろのこ

とも含めて、先ほど申し上げました 964 万円ほどかかるというようなことでございます。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 今言ったのは、22 万円以外の本人に自己負担はないと、補助はしない

ですよということで、かかる経費については多少公費で持つけれども、本人に対してはオンし

ないですよということです。ないということですか、まるっきり。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 今前田委員おっしゃったとおり、参加者の負担金 22 万円以降、個



 4 

人負担はありません、補助はございません。ですから、22 万円は個人負担としていただきます。 

○委員長（及川 保君） わかりましたね。 

近藤副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） 参加費用の中の一番上の渡航手続き諸費（パスポート取得関係）

と、旅行傷害保険に係る費用、食事代は各自負担となっているのですけど、食事代は各自負担

というのは意味がわかるのですが、あと上の部分は全部この 22 万円に入っているということで

考えていいのですか。 

○委員長（及川 保君） 冨川主査。 

○教育課主査（冨川英孝君） その点につきましては私のほうから回答させていただきたいと

思います。この 22 万円というのは参加負担金ということになりまして、ここに記載のあります

とおり、渡航手続き諸費（パスポート取得関係）それについてはもうパスポートを持たれてい

る方、あるいは新たに取得される方いらっしゃいますので、22 万円のほかに自分で行きたいと

思って取られる方は、それについては別個それは負担していただきますという主旨の記載でご

ざいます。旅行傷害保険についても、その保険の内容については、それぞれ本当に何千万円も

かける方もいらっしゃるでしょうし、本当に盗難だけのとか、そういうような程度でございま

すので、それにつきましては個人で負担くださいというようなことの主旨でございます。 

○委員長（及川 保君） わかりましたね。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） ３月の会議に 964 万円の予算措置をするというのを言ったのですけど、

私先ほど一生懸命考えたのですけど、22 万円個人負担して 30 人なら 660 万円というお金が入

ってくるのですが、その他に 964 万円、ではみんなから入ってきたお金は何なのか、ちょっと

私が勘違いして聞いているのかと思いながら聞いていたのですけど。 

○委員長（及川 保君） 皆さん勘違いしていますから、その辺をもう少しかみ砕いて。 

本間課長。 

○教育課長（本間勝治君） 大変失礼いたしました。今回の訪問団で行って帰ってくるまでの

必要経費が 964 万円かかりますが、町の補助金としては 250 万円を予算計上し提案させていた

だきたいということでございます。 

○委員長（及川 保君） わかりましたね。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 制度そのものもいいですし、従来の踏襲をしていると思うのですが、

今現実に財政は厳しくなっていますし、先ほど言ったように協会の人がついて行きますと、そ

れも補助すると言っていますが、普通、旅行する場合に添乗員がつくときには旅行者が負担し

ますよね。だから全額見なくても、幾らか持ってもらって、丸々丸抱えするのではなくて、や

っぱり幾らか自己負担もあるような形に行ってもらったほうが、こういう時世なので、ついて

行く人は決まっているのです。そうであればやっぱり半分くらい自己負担して、残りは参加し

た人が多少負担するとか、そういうやっぱり少しずつ改善していったほうがいいと思います。
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こういう厳しい時代だから、考えてみてください。 

○委員長（及川保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 今お話ししている中身は、あくまでも予算案という形ですので、

今前田委員おっしゃったようなことも含めて、今後さらに詰めていきたいと思っておりますし、

検討させていただきたいと思います。ただ、一応一人の参加者の 22 万円については多分このま

までお願いしたいというふうには思っておりますけど、今引率の関係については、もう少し検

討させていただきたいということでお答えさせていただきます。 

○委員長（及川 保君） 前田委員いいですね。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 30 人定員ということで、定員を超えた場合は抽選と書いてあるのです

が、これ今の財政的な状況もありますし、また不景気ということもあって 30 人に満たなかった

ら、団体扱いか何かで安いのではないですか。これ絶対に 30 人にしなければならない、ある程

度の料金なのか、そういう設定なのかというのを伺いたいということと、毎回議会のほうは参

加しているのですけれども、希望として議会からも何人出てほしいというのがあるのかどうか。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） まず 30 人の関係ですけど、30 人に満たなければその満たない申

し込み人数によって、例えば 25 名なら 25 名になる可能性もありますし、そのときは団体扱い

にならないとか、そういうことにはなってございません。 

それと、ここでお願いと申しますか、当然、町側からも代表団出ますけど、３年前もたしか

議長に行っていただいたと思いますが、議会側からも代表団としてどなたか一名参加をお願い

したいと思ってございますので、その辺もよろしくお願い申し上げます。 

○委員長（及川保君） 堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今の話はそれはそれでいいですけど、30 名という、そして総勢 32

名なのだけど、これは代表団というか町議会そのほかいるのかわかりませんが、その代表も含

めて 32名ということですか。一般の人が 30名ではなく、それも含めて 32名ということですか。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長、そのあたり少しかみ砕いて、もうちょっと説明が不

足していますので、議会のほうからもどのくらいとか、ちょっとその辺をお願いします。 

○教育課長（本間勝治君） 現在のところ予定している 30 名の中に、町側の代表団、それと議

会側の代表団も含めてそれ以外に引率２名で 32 名ということで現在考えています。ですから、

参加者の申し込みが少なければ、この 30 名が町側または議会側も含めて 25 名になります、23

名になりますというようなことになる可能性もございます。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 今回の渡航目的の中に、何かぶつかってくる行事だとか、記念行事だ

とか、何かそういうようなものがあるのか、全くフリーな場面で行くのか、そのあたりはどう

なっていますか。それで代表団の行き方も変わってくるわけですよね。そういうものがあるの

か、ないのか。 
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○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 実は、各委員の皆さんはご存じかと思いますけれども、この姉妹

都市交流につきましては、平成 23 年度に 30 周年を迎える事業の前の年でございます。ですか

ら、そういう周年行事については来年度はございません。それで、簡単に申し上げますと、今

のところの予定でいきますと、５月 13 日に白老を出発してバンクーバーに着くと、その後３日

間のホームステイを予定しておりまして、その後ジャスパー、バンフ、カルガリーで観光する

と、その後カルガリーからバンクーバーに移動して成田、新千歳、白老に戻ってくるというよ

うな予定で考えてございますので、そういった中でのいわゆる周年行事、セレモニー的なもの、

大きなものは考えてございません。 

○委員長（及川 保君） もう１点いいですか。今総勢 32 名で町側、そして議会側の代表もお

願いしたいというようなお話でした。そのほかに代表もつきますから例えば商工会の会長だと

か観光協会の会長だとか、そういうもろもろの団体ありますよね、大きな団体が。その代表も

含めてのお話をされていますか。ライオンズクラブもいろいろありますよね。 

本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 今委員長おっしゃったとおり、その 30 名の中にそういう方々も含

めて、我々は今のところ想定をしております。 

○委員長（及川 保君） どうですか、皆さん理解されましたか。 

堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 私も何回か行って、余り記憶が定かではないですけど、代表団とい

えども 22 万円は皆さんからもらうのですね。代表団といえども 22 万円は個人負担と。それだ

けはっきりしておいてください。 

○委員長（及川 保君） 冨川主査。 

○教育課主査（冨川英孝君） 今のお話に回答させていただきます。補助金として、今予算と

しては 250 万円程度要求させていただきたいなというふうに計画して進めております。代表団

という中で、町側、あるいは議会側、それと町の引率を１名、３名予定しておりますけど、こ

れは補助金とは別にそれぞれ旅費として予算要求するという形になっていますので、議長が今

お支払いした記憶がないというようなお話もありましたけれども、これについては、前回は観

光の部分のお話だとか、代表団の行程とちょっとずれる部分が、青少年キャンプと一緒になっ

ているところがありましたので、そういった多少の紛れが前回はあったのですけれども、今回

はあくまで代表団の９日間の行程の中でということになりますので、全額、この負担 22 万円と

いうのは、あくまで旅費の中で支出するということを予定しています。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 代表団となると、補助金いって姉妹都市協会から取るのではなくて、

やっぱり町で議会なら議会費の旅費を上げて公に行くという形にしないと、変に誤解される部

分があるし予算が膨らむだけなのです。今議長言ったようにやはりもうこういう時代だからあ

くまで個人で行くと、今斎藤委員も言ったようにセレモニーみたいの何もないのだから、そう
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いう部分できちんともうちょっと議論したほうがいいのではないでしょうか。あるのだから、

今言ったように現実的に。先ほど言ったように、町民から引率する人が同じ人でなぜ町の補助

金で行かないとだめなのだとか、今言った代表団と言ったらやっぱり町長や町費が出すべきだ

し、交際費の旅費で議会なら議会のきちんと要求してきちんと公に行ったほうがいいと思いま

す。そういう仕分けはきちんとしたほうがいいと思います。その辺議論してみてください。 

○委員長（及川 保君） 堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 私もその辺で先ほど斎藤議員が言ったように公式行事がなくて公式

会見があるとかその何か節目のあれで行くというのであればですけど、特にこのジャスパーと

かこっちのほうもありますので、いわゆるそのいろいろな面で今のご時世ですから、やっぱり

この部分は誰でも個人負担の観光ではないかというような部分もありますので、やっぱりその

とおりそっくりとは言わないですけど、それなりの個人負担というのはやっぱりきちんと仕分

けしてやってもらったほうが行く人も・・・そうでないと行く人も何か皆さん片方だけが議長

だからあの人公費だ、我々自己負担だと何かその辺をもうちょっと具現化して。同じにすると

はならない部分も、代表で行くというのだからならない部分もあると思いますが、若干しても

らったほうが、そういうことだけ充分精査してもらったほうが何か行くほうも行きやすいです。

何かそういう面でもあるような気がします。私たまたまそういうふうに思いますので。 

○委員長（及川 保君） そういう意見が出ております。 

本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 先ほどのことも含めて、今議長からもお話あったようなことも今

後詳細をもう少し詰めさせていただきながら、今の貴重なご意見をさらに検討させていただき

たいと思います。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田 博之君） 今の話を委員長のほうから整理して改めて伝えたほうがいいと思い

ます。やりとりではなくてまとめて。 

○委員長（及川 保君） 予算書にも必ず出てくることですから。議長からも申し上げていま

すので、今委員長がどうこうではないですよね、町長に申し入れというなら別ですけど。 

よろしいですね。皆さんいかがでしょうか、今のご提案なのですけども、実施要項も含めて

了解したということでよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 
○委員長（及川 保君） それでは、委員長のほうから特に、ただいま各委員のほうからさま

ざまな意見を出されました。この旅費の部分についても細かな提案もございましたので、それ

も十分に踏まえた中で、この予算書に反映するように配慮していただきたいと特にお願いをし

て、本日の委員会協議会を終了したいと思います。 

（午後 ３時１２分） 


