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平成２１年白老町議会予算等審査特別委員会会議録（第２号） 

 

平成２１年３月１７日（火曜日） 

開 会   午前 １０時００分 

閉 会   午後  ４時５３分 
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     ◎ 開議の宣告 

○副委員長（近藤守君）  昨夜に引き続き、予算等審査特別委員会を開催いたします。 

 本日の会議を開きます。 

（開会 午前１０時００分） 

                                           

◎ 議案第１３号 平成２１年度白老町一般会計 

○副委員長（近藤守君）  議案第 13 号 平成 21 年度白老町一般会計予算を議題に供します。 

 予算書 216 ページをお開きください。 

 区切りページ、７款商工費に入ります。区切りの11 番、216 ページから225 ページまでの商工費

全般についてを議題に供します。質疑のある方はどうぞ。５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君）  ５番、山本でございます。217 ページの商工費の中の工場の新設に対す

る助成金の件で、この助成金の対象になる仕組みについて、ちょっとお尋ねしたいのと、具体的に

今年度そういったところがあるのかどうなのか。こういう不景気な中で工場、小さなところでも大

きなところでも１つでも多く工場が新設されるということは非常に町にとっても喜ばしいことでも

ありますし、産業の活性化を考えても大変意義のあることだなというふうに考えます。この仕組み

について、あと、具体的内容について、お尋ねしたいと思います。 

 それと、商工費全般ですけれども、前年度と比較しまして、約 1,300 万円ほどふえていると思い

ます。これは国の経済対策、景気対策等もございまして、当然これはやるべきことであるとこのよ

うに考えるわけでございますけれども。きょうの新聞にも出ておりましたけども、商工会あるいは

商工会議所の全国レベルでの会員が減少しておりまして、非常に商工会自体のあり方や商工会議所

自体のあり方について問われておりますけれども、北海道としても今後力を注いでいきたいという

ような内容の記事が今朝の新聞に載っておりました。それで、白老町としての商工会に対する今後

の支援の仕方というか、考え方についてもこの際お尋ねしておきたいなというふうに思います。 

○副委員長（近藤守君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  まず、１点目が助成金の仕組みということでございます。今回、

上げておりますのは、工場の新創設に関する助成金ということで、409 万 6,000 円ほどを上げてご

ざいますが、これは中小企業振興条例に基づく工場の新増設にかかわる助成金でございまして、例

えば工場の新増設につきましていえば、課税標準額の合計が 2,000 万円以上であれば、その場合に

課税標準額に沿いました税額分、これを助成するという形になります。そのほか、この制度的にい

えば、雇用が増大するという場合においては、一人当たり30 万円というような内容になってござい

ます。さらに、中小企業のほうでいっていますけども、例えば企業誘致で、新規に誘致された場合

については、企業立地等の促進条例というのがございまして、この場合も工場等を新たにつくられ

るという場合については、課税標準額が 3,000 万円以上で、かつ雇用した従業員の数が例えば、そ

の業種によって違うのですが、工場であれば５人以上ですとか、物流施設であれば３人以上ですと

か、そういうようなくくりがあるわけですけども、その場合にいわゆる固定資産税の相当額、これ
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を助成するという形になりますし、雇用に対しても30 万円を乗じた額、従業員数がふえた部分に対

しての助成を行うという、そういう施策を持ってございます。 

 それから、1,300 万円ほど商工費全体でふえていると、こういうご指摘ですが、これにつきまし

ては、まず、大きなものが、前年度と比較しまして、商工会の補助金がふえてございます。前年度

と比較しまして、約 456 万 9,000 円ほどふえているのですが、これは昨年度の当初予算では、事務

局長のいわゆる派遣の部分についての人件費分が見ていなかったという部分がありまして、今年は

見てございますので、その分の差額が出てきております。それと、もう一点がチャレンジ再生交付

金というのが昨年の議会で補正予算としていただいておりますけども、昨年は 900 万円でいただい

たと思うのですが、今年度は 600 万円ということになるのですが、その内、商工費のほうでは 490

万円ほど計上してございます。主な要因というのは、ふえている要因というのは、この商工会の補

助金の部分とチャレンジ再生交付金の部分が主たる要因だというふうに考えてございます。 

 それと、商工会事業のあり方に対する支援ということでございます。それで、当然、商工会に対

しましては、私ども、商工業の振興ということで、いわゆる職員の人件費、記帳職員ですとか、指

導職員の人件費分。さらには、先ほどもお話したとおり、地域振興事業費という中では事務局長の

人件費を見ておりまして、人件費としましては約 1,738 万 1,829 円。商工会の今言いました事務局

長費としては、約３万 6,978 円ということで、その他もろもろ福利厚生費も含めまして、この部分

でいえば、約 684 万円分です。さらに、地域振興費ということで各商業部会さん、いろいろな部会

さんがあるかと思いますが、そういう部会活動に対する補助ということも含めて、これが約 57 万

6,000 円と。合計で合わせて、2,479 万 8,000 円ほどになってございます。私ども、そういう補助制

度、助成をしながら、商工会のいわゆる活力ある商工会事業として展開をしていただきたいという

ことが一つありますし、もう一つは、いろいろな取り組み、町として商工振興のために行ってござ

います。例えば、今回プレミアム商品券を行ったですとか、それから、中小企業向けの保証料の補

給を行ったですとか、そういうような事業について積極的に利用者の中で協力し、もしくは協議し

ながら、今、必要な例えば対策、この不景気の中で必要な対策はどうなのかというような、そうい

うご相談を申し上げながら、商工業の振興に努めているとこういう状況でございます。 

○５番（山本浩平君）  １点目の質問の中で、工場の新増設に対する助成金で、具体的に今年度

何かあるのかということもお尋ねしていたと思うのですが。この金額の中で具体的に何かありまし

たら。 

○副委員長（近藤守君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  大変申しわけありません。渋谷水産さんでございます。以上で

ございます。 

○副委員長（近藤守君）  ５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君）  ５番、山本です。どうもありがとうございます。 

 それで、やはり本当に今、お話の中で出ておりましたけども、まず、町の財政を立て直ししなけ

ればならないというのが大命題でもございますし、議会もそのように皆さん認識していると思いま

す。そんな中で今年度は非常に病院の会計ですとか、下水道あるいは工業団地等の数字をきれいに
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するような方向性ということでございますので、非常によかったなと思っております。 

 一方では、商工業者も現実的に超過税率、これに関しては非常に厳しい思いをしているのが中小

企業の人たちはほとんどでございます。そういう中でこのような、やはりあめとむちではないです

けど、このようなことは大いにやはりやっていただきたいと。それが産業の活性化につながるので

はないのかなというふうに思います。 

 それと、商工会に対しての考え方についてなのですけども、非常に私も今、商工会そのものが会

員が減っている事情の一つの中には、貸し付け制度、これが非常に全国でいろいろ問題も起こして

いる件数がふえているところもあるものですから、前は預けたお金の４倍借りられたのですけど、

今は２倍しかお借りすることができないとか、そういった仕組みの中で離れていっているところも

結構ございます。それと同時に、なかなか自分のところの自助努力だけはうまくいかないというと

ころもありまして、そういった雰囲気の中で商工会を抜けられるというところもあるのですけれど

も、ぜひとも、これに関してはやはり力を注いでいただきたいなというふうに考えております。 

 それで、先ほどラブ・ラブしらおいのお話もありましたけれども、これも先般、議会の全員協議

会の中で説明があったときに、10％というお話の中で、それぞれ議員さんから、やはりほかの町外

にもともと流出する白老町は傾向にあるものですから、近隣に大きなマーケットのあるところがあ

りまして、いっそのこと、ほかの町村でやっているように20％ぐらい、やはりやるべきではなかっ

たかというようなお話もあったわけです。ただし、これは決められたことなので大いに商工業者も

その中で、10％の枠の中で、あとは、それこそ自助努力の中で買い求めやすいような仕組みを考え

ていただくようなことでやっていただくということになるとは思うのですけども。やはり商工会に

対しても町の職員を派遣しているわけですから、今後とも、町民にとっても、商工業者にとっても

非常にぜひとも率先して、こういったような考え方でどうだというようなことで、今までもそうだ

と思うのですけども、ぜひとも単なる商工会の会員の皆様たちのアイディアだけではなくて、やは

り行政も、お金も出して、人も出しているわけですから、ぜひ、その辺、力を入れて、指導的な立

場までは申し上げませんけれども、ぜひとも町民のためになるような形でやっていただきたいとい

うふうに考えておりますので、できれば、商工会に対する考え方、町の考え方、町長のほうから、

ぜひ答弁をいただきたいなと思います。 

○副委員長（近藤守君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  商工会も観光協会も同じなのですけど、商工業者のための、そして、商

工業者にとって役に立つ組織でなければ、そういうものが顕著に表に出なければ、これはやっぱり

退会していく人が出てくる。観光協会もそうなのですが、私も今、観光協会の会長をやっています

から、かなり厳しいことを実は言わせていただいています。これ以上、来年また入り込みとか、こ

れは財団がどちらかというと、うちの観光の入り込みのバロメーターですから、これ以上減ると役

場も人件費減らしているように、あなたたちの人件費を減らして事業費を稼ぐしかないのだと。要

するに、この組織の存在そのものなのだという話を実はさせていただいています。日の丸ではない

ので、今は日の丸でさえここまでやっているわけですから、実はそういう厳しいことを言わせてい

ただいています。本文は、商工業者の経営指導なり、地域振興にかかわっているわけですから、商
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工会にも全般的なのですが、日本国全体ですけど。ただ、購買力の流出については、ある程度歯ど

めをかけているまちもあります。そういうことで、これは商工会そのものよりも、やはり経営者そ

のものの考え方もかかわってくると思います。それと、先ほどプレミアムの20％の話が出たのです

が、若干私の調べた限りでの話を言わせていただくと、30％というまちもあるのです。我々、30％

だと間違いなく買うのですよ。その後のリバウンドが、まるっきり買わなくなるというのです。で

すから、あれはきっかけなのです。きっかけですから、10％のプレミアムをつけますと。それ以外

のプレミアムだとかサービスについては、事業者自ら考えてくださいと。これがきっかけなのです

というふうにしなければだめなのです。商売やっている人は永遠に続くわけですから、我々、今一

番恐れているのはリバウンドで、商品券が無くなったときに一切行かなくなると。これはかえって

逆効果なのです。ですから、ここは10％で、さあ、ここで考えてくださいと、生き残りを考えてく

ださいと。それは１人ではなく、事業者、部会いっぱいいるわけですから、組んで、どういう仕掛

けができるかと。今、それを白老やっています、商業振興会とか。そういう仕掛けの部分ではよか

ったかなと思っています。いずれにしても、役場もそうですが、商工会も観光協会も、もっと今以

上に頑張らなければならないと思っています。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ありませんか。７番、玉井昭一委員。 

○７番（玉井昭一君）  ７番、玉井です。221 ページの企業立地助成金。これの内訳を教えてく

ださい。 

 それともう一つ。223 ページの観光客誘客推進事業。これの内訳。２つともお願いいたします。 

○副委員長（近藤守君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  まず、221 ページの企業立地助成金でございます。先ほど山本

委員のほうにもお話しましたけども、企業立地促進条例に基づく助成金でございまして、あべ牛肉

加工さんに対する助成金でございます。固定資産税の課税標準額に対する助成と、下水道受益者負

担に対する助成ということになってございます。 

 それから、223 ページの観光客誘客推進事業の内容でございます。これにつきましては、観光協

会のほうに補助する事業として組んでございまして、内容につきましては、特別誘客活動事業とい

うことで60 万円ほど。これは首都圏、関西を中心とした誘客活動を行う。それから、北海道じゃら

んタイアップ事業として、じゃらんのほうに記事を掲載すると。町の観光という部分ですとか、食

という部分ですとか、様々な町の優位なアイテムを紹介していくというそういうようなものですと

か、ポロトコタンの夜の事業の後援費ですとか、バス代、それから、広告費等、こういうものを見

てございます。それから、さらにインターネットの販売システムを構築していくということで、今、

観光協会の中でもインターネットの中で白老ネット商店街というものをつくろうということになっ

てございまして、こういう構築に対するものであったり、あと、多言語パンフレットの改訂という

ことで、これは中国語ですとか、韓国語のパンフレットの印刷、そういうような内容のものを実施

するということになってございます。以上でございます。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ありませんか。15 番、吉田和子委員。 

○１５番(吉田和子君)  観光のほうで、223 ページの誘客の関係なのですが、観光事業の中で町
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長が東京事務所をつくった中でも、今、不景気になろうと何になろうと修学旅行という一つの目玉

があるのだという、そのことをどんどん取り入れていくということでの観光客というか、そういう

ものを集めていきたいということだったのですが、私ちょっといろいろなものを読んでいたときに、

これは今後必要なのではないかなと思ったのですが、温泉とか食とか、そういうものはもう当然そ

うですし、体験ということも一つの大きな目玉になると思うのですが、その地域の中でしかやって

いないこと、それが将来の子どもたちの目で見て心に残るものというのが必要ではないかというふ

うに思うのです。これは今後、開発されていけば、どこからも出てくることかもしれませんけれど

も、白老町のバイオマス燃料化施設ありますよね。これも今、京都議定書からＣＯ２削減というこ

とですごく叫ばれていますよね。そういった意味では、こういったことがこういうものに変わって

いくのだよということの、子どもたちの目で見て、将来の自分たちの国を守るためにこういうこと

って今、いろいろなところで取り組んでいるのだなということも一つ勉強になると思います。これ

は相手先のあることですから、なるかどうかわかりませんけれども、今、食の安全とか地産地消と

いうことがいわれていますよね。そういったことでは、白老町は白老牛というものをブランド化し

ていますけれども、そういった中でこういう育て方をして、これが安心・安全のおいしい肉をつく

る元なのだよということを子どもたちに見てもらうとか、そういった後々までそのことが子どもた

ちの心に残ったり、そのことがまた帰ることで伝わって、また次のものにつながっていくというよ

うな、そういったものに結びつけていくような観光ということにならないかどうか。その辺、今後

の将来的なものを含めてどうでしょうか。 

○副委員長（近藤守君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  委員のおっしゃるとおりで、やはり白老町のいわゆる観光資源

として優位なものを体験型として組み入れていくということが非常に大事なのかなと考えてござい

ます。そういう中では先ほどもお話いただいたとおり、食ですとか、温泉ですとか、この辺は当然

努力していかなければならない部分だと思ってございます。一方で、今の環境問題の中では、昨年

は実はエコ隊探検という、そういうような商品も実は造成しましてツアー化してございます。小中

学生の夏休みの体験として、例えばエポックサービスの施設を見学するですとか、財団でマイはし

をつくる体験をしたりですとか、そういうようなツアーも造成したりしてございます。そういう観

点が必要だと考えておりますので、引き続き、そういうような体験型、勉強になるというそういう

ものをできれば旅行会社、もしくは学校にＰＲしながら、旅行を組み立てていくということも必要

だというふうに考えてございます。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、ございませんか。３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君）  ３番、西田祐子でございます。２つほど大きく聞きたいのですけど、ま

ず、219 ページの地域再生チャレンジ交付金事業ということで、医食同源プログラム開発業務委託

料と、それから、負担金として薬膳料理共同研究費と２つあるのですけど、これはまるで別の事業

なのでしょうか。それと１つお伺いしたいなと。 

 そして、ホームページ作成業務委託料と書いていますけど、先ほど、ほかの委員が質問されたと

きに 223 ページのほうで、402 万円のほうでインターネットを使って仮想商店街をつくるというふ
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うに説明されていますけれども、それとはまるで違う形なのか。その辺、チャレンジ交付金事業に

ついて、お一つお伺いいたします。 

 それと、もう一つが、観光協会でつくったパンフレットなのですけれども、先日もちょっと見せ

ていただきましたけども、ちょっと商店間違っているところなんかもありまして、あと、それから、

ちょっとパッと見させていただきましたとき、プチ温泉のすすめとこういうものをつくっています

よね。私なんかは例えば温泉に行きたいなと思う基準の中で、やはりおいしいお料理とか、あと、

それから、宿泊施設がどういうような状態になっているか。例えばバリアフリーになっているのか

とか、水洗トイレになっているのかとか、そういうものも重要なことなのですけど、一番大事なこ

とは、プチ温泉というのはやっぱり源泉かけ流しではないかなと私自身はそういうふうに思ってい

るのです。その辺、白老町として、やはりこういうような温泉というものが白老町はたくさんあり

ますので、いろいろな温泉源もありますので、源泉かけ流しというところが白老の温泉の一番の魅

力かなと思っていますけども、その辺はどういうふうに白老町でとらえられて、これからそれを活

用されていくのか。前にもちょっと何回か、この間からいろいろ質問出ていると思いますので、そ

の辺も含めてお伺いしてみたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  まず、地域再生チャレンジ交付金の事業の関係でございます。

これは、実は一つの事業として上げてございますが、実は細部に分けますと、前に食材王国しらお

いの中でご説明をさせていただいたかと思いますけども、一つにはシーフードカレーをＰＲ、販促

していくという部分であったり、元気の応援プロジェクトをＰＲしていく部分、もしくはつくって

いく部分という部分です。それから、薬膳料理をやっていくという部分。それから、もう一つが食

材リストを作成するという内容になってございます。それで、負担金につきましては、その薬膳料

理の中で北見工業大学と連携してやってございまして、この共同研究費に伴う負担金ということで

ございます。 

 それと、ホームページの関係でございますが、先ほどお話しました食材リスト、これは白老の様々

な食材リストがあるのですけども、今それらのリスト作成を進めてございまして、例えば白老牛か

ら、しいたけから、卵から、いろいろな食材を一度にすべてホームページ上で公開できるように、

そういうような作業を進めてございまして、その分でこのホームページの作成業務委託というのを

載せているということでございます。 

 もう一つは、プチ湯治のパンフレットが間違っている部分があるということでございますが、そ

れについては、ご指摘いただいたところについては、内容を再度確認しながら、観光協会のほうに

も申し伝えたいというふうに思います。 

 それと、プチ湯治という部分でいいますと、これは、湯治というと、どちらかというと１週間と

か、10 日とか、長いスパンで行われるものだと思うのですが、これはあくまでも体験をしていただ

くということで２泊３日ぐらいのコースで、その中で白老のポロトコタンを見学していただいたり、

白老牛を食べていただいたりですとか、温泉に入っていただいてりですとか、ニジマスを釣るとか、

こういうものでございまして。それも個人向けですとか、シニア向けですとか、ファミリー向けに、
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ポロトコタンを見る、それから、資料館を見るですとか、そういうような白老の様々な資源を見て

いただいて、２泊３日の短い期間ですけども、そういう湯治気分を味わっていただこうというそう

いう企画内容になってございまして、宿泊は虎杖浜のほうで宿泊をしていただくということ、白老

も含めてですけども宿泊していただくとこういうような商品調整になっています。やはり、その中

では委員おっしゃるとおり、温泉が一番魅力になるのかなというふうにも考えてございまして、そ

ういう中では当然、温泉をメインにして様々な、先ほども言いましたけど、体験型のプログラムも

組みながらつくっていくことが大事なのかなというふうに考えております。 

 かけ流しの部分については、もう少しその部分については、基本的にはうちの温泉は源泉かけ流

しだというふうに考えておりますけども、ほぼですね。その辺については当然、魅力的な部分だと

いうふうに考えてございますので、そのような形になっているかというふうに思っております。 

○副委員長（近藤守君）  ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君）   私、源泉かけ流しのところに非常にこだわっているというのは、実際問

題として、やはり湯治と書いているのですから、当然のことながら、それなりのいろいろな原因が

あって、これを体験してみようかなという方が多いと思うのですよ。そうなってきたときに、循環

型の温泉に入っていて、それでプチ湯治と同じような効果が表れるかといったら、正直言って、全

然違うのですよね。その辺は本当にもし、親切にＰＲするつもりであれば、ちゃんとした形の源泉

かけ流しですよ、こちらは循環ですよと。循環と書かなくても結構ですけども、せめて源泉かけ流

しだったら、かけ流しです、これは何温泉です、そういうことをきちんと明示しなければ、これを

利用したお客さんがどんないい体験をしようと、何をしようと、またリピーターとして来る可能性

というのは非常に低いのではないかなと私は思うのです。変な言い方ですけども、カルルス温泉あ

りますよね、あそこははっきり言って、すごくリピーターの方が多いですよ。１週間とか10 日とか、

下手したら２カ月いるという方に私一度お会いしましたけど、びっくりしましたけど。１年に１回

必ず、農家の方でご夫婦で冬になったら来るのだという方がすごく多いと聞いています。やはりそ

ういう方向性を目指すのであれば、きちんとその辺はぜひ、していただきたいというのが私の思い

です。 

 それと、もう一つ。地域再生チャレンジ交付金の中の薬膳料理共同研究費というのは、北見のほ

うの大学ということだったのですけども、医食同源ということでこの間、３月15 日のあのときに出

されたお弁当がそれの一つの考えでしょうか。文化フェスティバル、そのときのお弁当とはまるっ

きり関係ない事業なのですか。その辺が全然わからないですよ。似ているようなメニューがありす

ぎて、正直言って、ちょっとわからないのですよ。その辺をちょっと、すみ分けを教えていただけ

ればありがたいかなと思います。 

○副委員長（近藤守君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  まず、源泉かけ流しの関係でございますが、委員のおっしゃる

とおり、今現在パンフレットのほうにはそういう形で記載しておりません。ですから、一部を除き

かけ流しではありますけども、この辺については今後きちんと検討してまいりたいというふうに思

います。商品造成する中で、全体調整の中できちんと今後対応していきたいというふうに考えてお
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ります。 

 それから、薬膳料理とアイヌ文化フェスティバルで出されたものと同じなのかということでござ

いますが、今、薬膳料理については開発の最中でございまして、基本的には、実はアイヌの食材を

もとに、今、主に考えているのがツルニンジンという部分でございますけども、それを栽培しなが

ら、そして、どういう料理が開発できるのかということの研究を行っているということでございま

して、２月にそういう報告会、ちょうど議会の全員協議会があるために事前に報告させていただい

たのですけども、いきいき４・６のほうでも報告会させていただいておりますが、そういう中で一

部そういうお食事も紹介をさせていただいておりまして、これからそういう薬膳料理を開発してい

くという内容で、今、準備段階ということでございます。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質問ありませんか。11 番、土屋かづよ委員。 

○１１番（土屋かづよ君）  11 番、土屋です。221 ページの首都圏企業誘致・誘客活動と推進事

業について、少しお伺いします。今、本当に世界的に経済が後退している中で、観光も含めて企業

を誘致するということは非常に厳しい。町長がこういうときだからこそ企業を誘致するのだという

ことで一生懸命頑張っておられる。大変それは評価しております。そのことに関してなのですけど

も、田野井製作所、その後の経過はどうなっているのか。まったく情報が入ってこないわけなので

すけれども、これだけやっぱり経済が衰退してくると、こちらの来るのが遅くなることも懸念され

るのではないのかなということです。 

 それともう１点。ＪＴＢに派遣している職員さんがおられますけれども、この１年間の成果とい

いますか、どういうような効果をもたらしているのか。そのことについてお聞きします。 

○副委員長（近藤守君）  目時副町長。 

○副町長（目時寛行君）  田野井製作所の関係でございますけども、今、本当に非常に厳しい状

況でございます。その中にあっても、今、田野井さんのほうは何とか頑張っているというような連

絡をいただいておりますので、ご安心いただきたいというふうに思います。 

○副町長（目時寛行君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  ＪＴＢに派遣している職員が、どのような成果があるのかとい

うことでございます。まず一つは、派遣した職員がＪＴＢでどのような活動をしているのかという

ことがまずあります。基本的には人材育成ということの中で派遣をしてございますけども、その中

では、当初は市場開発室というところの中で様々な体験を積むという、そういうことを行ってござ

いました。その中では、先ほどもちょっとお話しましたけども、例えばＪＴＢも協力していただい

て、まちめぐりパスをつくっていたり、ポロトコタンの夜の外国人のフィジビリティ調査というの

があるのですけど、実証可能性の調査ということがあるのですけども、そういうような可能性の調

査業務を行ったり、こういうことに携わっていることのほかに、当然、向こうへ行って４月から９

月の上期では情報収集提供として、社内報に通年の記事を書いて、白老の記事を書いたりして、Ｊ

ＴＢの全社員に白老の情報を流していただいたり、そういうことのほかに、あとは企画立案として、

例えば、先ほどもちょっとお話しましたけども、体験型のメニューを考えるという中でフットパス

というものを、これは実際には、最終的には不採択になりましたけども、そういうものを企画立案
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したりですとか、先ほどお話しました食材王国しらおい、この中の薬膳料理については、ＪＴＢの

そういうノウハウももらいながら、実はそういう計画立て、企画立てをしている、こういうような

ことがございます。様々なそういう調査活動を行っているという中でございます。そのほかに誘客

業務としてＪＴＢのほうから北海道の現地視察研修旅行を白老に連れて来たりですとか、そういう

ようなことを行ってございます。下期においては、いろいろな研修会に呼ばれる機会もございまし

て、そういう研修会に参加し講演を行うだとか、そういうことも行ってございますし、大学でのプ

レゼンを行っていたりだとか、いわゆるそういうことも行ってございます。さらに白老でのウォー

クイン白老という、それもＪＴＢのほうの関係なのですけども、そういうものを 10 月に行ったり、

そういうような商品開発、商品造成、さらには、実際に白老に誘客をしたり、その中で幅広く人材

交流を行いながら様々なノウハウを身につけてきていると、このように解釈しております。 

○副委員長（近藤守君）  11 番、土屋かづよ委員。 

○１１番（土屋かづよ君）  11 番、土屋です。田野井製作所のほうは大丈夫だということで、ひ

とまず安心しました。 

 この観光客を誘客するということで１つ、これは提案といいますか、例えばポロトの湖畔を散策

するという、森林浴を楽しみたいという方が結構いらっしゃるのですけども、その中から出た声で、

ゴルフ場のようなカートを用意できないかと。身体にやっぱりある程度長距離を歩けない方がいて、

ところが、やっぱり森林浴を楽しみたいということで、そういうカートを用意してある観光地もあ

るわけなのです。そのことに関して、今後そういうものを取り入れるような計画はないのかどうか。

検討の値になるのかどうか、その辺をお伺いします。 

○副委員長（近藤守君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  正直言いまして、カートまでというところまでは考えてござい

ませんでして。ただ、やはり体の不自由な方たちが楽しみ、もしくは森林浴で元気を培うというこ

とであれば、やはり何らかの、いわゆる足という部分での確保が必要なのかなということは思いま

す。ただ、あそこは町道ということになっていますので、カートで走ることが可能かどうかという

のはちょっと問題がございます。ただ、そういうご意見も踏まえながら、障害を持っている方も楽

しめるような方法については観光協会とも十分相談していきたいなというふうに思います。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。この商工費の中でちょっと２点ぐらい、政策的なこ

とをお尋ねしたいのです。１つは、商工会に派遣している職員の関係なのですけれども、昨年度は

財政問題で随分議論になりました。この問題をどういうふうに考えるかと。今後のまちづくりの問

題もございます。人材の問題もございます。十分承知しているつもりでございます。財政的にも町

だけが出しているわけではないということも承知しております。そういう中で町から派遣する町職

員、ここの方向をどういうふうに考えるかというあたり。 

 それから、去年の答弁の中で期限切っていたかもしれませんけど、ちょっと失念してしまいので。

今年はこの予算の中に盛り込まれているということなのですけれども、この後どうするのかと。こ

れは、この後のいろいろな組織のことともかかわるのですよ。ですから、職員が減っている中で本
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当にこういう施策がいいのかどうかということも含めて。それは、職員が派遣することによって、

その団体にものすごく普通のメリットよりもっと大きなメリットがあるということが考えられる、

そういうことが検証されれば必要だということになりますけども、そこら辺の検証をどういうふう

にされているかと。政策的にどのようにされているかというところが１点。 

 もう１点、今の薬膳料理の関係なのですけれども。これもそうなのだけれども、例えば、こうい

うものが町が主導的に一定限度の頭出しをして、それを民間がずっと広げていって、それが白老町

の商業振興のためにつながっていくというのは非常に結構です。そういうことで言えば、バーガー・

アンド・ベーグルなんかはその典型だなというふうに私も理解しております。まぐろの日なんかも

一定の評価があります。ところが、きのう、あったように、例えば、確かに民間の部分がそれは考

えることで町が主導する部分ではないとわかっていながら、肉の日というのがその４社の中でお話

の結果、若干統一的にはやられないと、個々でやろうかというようなことのようです。ですから、

朝市なんかもそうなのだけれども、町が主導している、それが民間にきちんと定着して広がってい

くための役割を果たしているのだと町長はいつもおっしゃるわけです。それはそのとおりで正しい

のです。ただ、私はこの薬膳料理も、それでは、何につなげて、白老町の中でどれだけ膨らますか

というものが今の段階でないとだめだと思うのです。薬膳料理の形が出来上がりました、ところが、

あと終わってみたら、やるところがどこもありませんなんてことにはならないと思うのだけど、そ

れをどう白老の商工振興のためにつなげるのかと。そこのところまでは、つなげるまでは若干もう

ちょっと町が考えなければいけないのかなというふうに思っているのです。ですから、いろいろな

もの、バーガー・アンド・ベーグルが資料の取り方があったとしても、この間も言いましたけど、

４万 7,000 件のアクセス数が96 万件に膨れ上がるという、これはもう異常と言えるぐらいの白老町

のアピールです。ですから、そういうものにつながったときに、そして、持続したときにそれが効

果として出るわけです。ですから、そこまでの政策的な見通しを、この薬膳料理ではどのように持

っていらっしゃるか、この点をお尋ねしたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  目時副町長。 

○副町長（目時寛行君）  まず、商工会に町の職員の派遣の関係でございますが、まず、派遣期

間です。平成 20 年、21 年、２年間ということで考えております。それで、大きなメリットがある

のかどうなのか。商工会の会長さんからは、商工会の職員の人材を育てるためにということでぜひ

ともお願いしますというようなことで派遣をしております。今後、商工会の職員の人材を育てると

いう意味合いと、それから、町との連絡というか、深くかかわって商工の振興を図っていくという

目的がございます。あわせて、商工会は今まで独自に補助をいただいて、いろいろと事業をやって

きたわけですが、そういったことも含めて効果はあるというふうに考えております。ぜひ、そうい

うノウハウを商工会の職員の皆さんがいろいろと研さんをしていただければ、効果はもっともっと

上がるだろうとこのように考えております。以上でございます。 

○副委員長（近藤守君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  薬膳料理に関して、これが持続し、どういうような形につなが

っていくのかということだと思います。食材王国しらおいのブランド強化プロジェクトの中で取り
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組んでいる薬膳料理でございますけども、最終的には、これは白老の観光資源である温泉、それか

ら、自然、文化、そういうものと合わせて医食同源ツアーを造成して、全国に向けて発信していき

たいというのが最終的な目標でございます。そういう中で今、多くの方たちがかかわりを持ってい

ただいております。例えば、元気おじさんの会ですとか、それから、ポロトの母さんの会ですとか、

そういうようないろいろな方たちがこのことに協力をしていただいておりまして、やはり薬膳料理

といっても食べておいしくないとだめなのですね。やはり食べておいしいものということの開発に

向けて、実は料理研究家のご指導もいただきながら、そういう検討を進めております。まだ序につ

いたばかりでございますが、必ずや最終的な目標に向かって、この取り組みを進めて行きたいとこ

のように考えてございます。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。商工会の関係ですけれども、基本的には本年度で派

遣は終えるというとらえ方でいいのかどうか。前回はいろいろございまして、去年、途中からそう

なりました。私、商工会に派遣しているということは、帰られた方々見ましても、民間のそういう

空気を吸ってくるというのは決して役場の職員にとってもマイナスではないと、私はそう思ってお

ります。ただ、いい、悪いは別にして、退職された方があそこにいらっしゃるわけです。現実的に

役場の管理職をやられた方で退職された方がいらっしゃるわけです。ですから、そういうことでい

えば、今の白老町の役場の職員の数、量からいくと、やっぱり庁舎内で仕事をしていただいたほう

がいいのかなというふうに思っておりますので、そういう意味で聞いているという部分もあります。

ただし、民間のそういう空気を吸うというのは、現実的に仕事をやってくるということは、そうい

う評価が私は見ていても、そういう方々の中にあるということは理解しておりますから。基本的に

来年で終わるという押さえでいいかどうか、確認。 

 それから、薬膳料理のことなのだけど、開発するときはそれでいいのです。今、言われたように、

いろいろな方々、お母さんの会でもいいのですけど、問題は商業ベースに乗せるときにどういうふ

うに乗せるかということ。今からそういう人たちがかかわって、バーガー・アンド・ベーグルの場

合はなかなかうまくいく、これよりはうまくいく要素があるような気がするのです。同じようには

ちょっとならないかなと。例えば、まちの普通の一般食堂さんで薬膳料理をやっていますというこ

とでやるというのは、それでバーガー・アンド・ベーグルのようになるかといったら、なかなか大

変ではないかなと思うのです。ということは、逆に言うと、そういうものを観光ルートに乗せて、

きちんと食べられるし、いつでも食べられると。ちょっと前に言っていましたけども、白老牛の関

係でいえば、白老町で一つ決定的に、きちんとしたステーキを、私たち余りお金ないから食べに行

けないけども、お金ある人がきちんとしたステーキが食べられる、焼肉ではなくて。ムードも、そ

れから、環境も含めて。そういうお店が白老にないのです。だから、底上げというか、そのことが

だめだと言っているのではなくて、そういう人たちの要望も満足できる、要するに付加価値がどん

と上がるようなものの仕組みが残念ながら、そこのところはもちろん民間がやるわけだから、採算

ベースに合わないと思ったらやらないのは当たり前なのだけど、そういうところまでやっぱり薬膳

料理も考えないと、素材があっても、中身があっても、そういう売り出しがないとやっぱり僕はい
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かないのではないかと思うのです。そこら辺を今から構築すると。料理の開発は進めなければだめ

だけど、そういうものもあわせてやっていかないと、こうなるのではないかなという気がしている

のですけどいかがでしょうか。 

○副委員長（近藤守君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  委員おっしゃるとおりでして、開発したからそれで終わりかと

いうことにはならないと思っています。先ほどお話したとおり、やはりこれが商品としてきちんと

流通する、もしくは、このことによって、いわゆる一つのツアーの中のお食事をしていただくメイ

ンになるだとかというものにしていかなければならないというふうに考えてございます。まず一つ

は、やはり今まだ本当に薬膳という部分では、おいしく食べられるということをまず理解していた

だくことが必要だなというふうに考えてございます。恐らくツルニンジンといわれても、ほとんど

の方がまだ見たことがないものではないのかなというふうに思いますけども、やはり、そういうこ

とを広めていくということも一つですし、その中でやっぱり食べていただいて、おいしいと感じる

もの、こういうものをつくらなければ、まず、だめだなというふうに考えております。今回の取り

組みの中では、また、どんぐりを使ってスイーツをつくったり、そういう取り組みも行ってござい

ますし、とにかくアイヌの方たちが利用していたものをいかに現代風にアレンジし、なおかつ、お

いしく食べられるかというところがまず出発点になっていくのだろうというふうに思っております。

それで、そういうものが開発したときに、当然そこにかかわっている、いわゆる食材王国しらおい

の推進協議会のメンバーの皆さんたちにもこういうことをきちんと理解をしていただいて取り組み

を進めていってもらうということが大事かなというふうに考えてございます。そこの部分でいえ 

ば、これから今後、この広がりを持てるように努力していきたいというふうに考えております。 

○副委員長（近藤守君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  商工会の派遣については、来年 21 年度で一応中止と思っています。ただ、

今まで、我々の主な目的は、商工会の中に新しい風をと。職員も同じ職員でずっと何十年もやって

いますので、そういう部分も確かに効果がありました。それ以外に私は昨年、一昨年の、私は商工

業者の若い人たちの話を聞きますが、やはり商工会のほうからそういう後継者の集まりに飛び込ん

で行ったり、経営者の集まりに飛び込んで行ったり、そして、最新の情報だとか、自分のネットワ

ーク使っていろいろ提供していると。今までこういうことはなかったと。経営者にとってはかなり

刺激になったということです。私はそちらのほうの効果がかなりあったのかなと思っています。 

 それと、薬膳の関係ですが、若干補足させていただきますけど、結果、薬膳なのです。要するに、

アイヌの人たちが食べていた料理を調査して研究したら、薬膳の料理だったと。先ほど、同僚委員

のほうから文化フェスティバルで食べた弁当、私も食べました。私はおいしかったのですけど、は

っきり言って、まだまだだなというのは・・・。あれは伝統料理なのです。伝統料理なのですけど、

それでは、そのおかずの中の何が薬膳になるのかと。そういうこともちょっと横の連携の部分も、

今、委員言われた、あれをぱっと出てくるようでなければだめなのです。それで、まず、薬膳につ

いて、はっきり言わせていただくと、かなり議論しました。そんな余裕あるのかと、今の観光の状

況からですね。かなり激論交わしたのです、私も若い人たちと。ただ、これは最後のうちの戦略と
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しては、こういうきちんとしたものをやはり将来の観光の資源として出すのは当然必要なことです。

なぜかというと、感激したものを見るよりも、もう１回うまいものを食べてみたいというほうが先

にいくのです。それが薬膳だったといったら、こんなベストな話はないのです。これからは、高齢

化もどんどん進んでいきますから、２泊、３泊というリピーターがどんどんふえてくると思います、

仕掛けによってですね。そのときに毎日同じ料理だったら、全然だめなのです。ですから、例えば

３日に耐えられるようなメニューをつくるだとか、そこまでいかなければならないのですけど、今

は、それはそれとしてやれと。ただ、目先の観光の入り込みがどんどん減っていると、そのことに

ついてもＪＴＢとどんどん連携を取りながら、去年よりは１人でも２人でも多くするような手立て

を考えてくれということで、今、職員、そして、観光協会の職員についてもそういう指示を出して

いる最中でございます。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ありませんか。２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君）  ２番、前田です。217 ページの商工振興対策と、１問目終わったら、ま

た観光の関係で質問しますけども。町長にちょっと伺いたいと思います。伺いたいというより、町

長から町民にメッセージを送っていただきたいと思うのですけども。なぜかといったら、２月 19

日に日本製紙の白老工場が操業を休止するということが報道されました。それで私は執行方針の中

で、やはり大きな白老町の基幹産業ですので何か触れているのかなと思ったら触れていませんでし

た。それで、私も含めて非常にやっぱり心配しているのです。やっぱり日本製紙がますます大きく

なって、１日も早く港をつくってほしいと。そして、町民が将来どうなるのだろうとこう思ってい

るのです。それで、新聞報道では、３月に20 日間ぐらい休みますとありますけど、その後どういう

状況になっていくのか。その辺を町民は非常に心配しているのです。多分、町長は日本製紙のほう

といろいろな協議をやって、経営的な考え方の情報が入っていると思うので、経営的な部分もあり

ますから差し支えない部分でこうだと、町民に安心を与えるような情報を提供していただきなとこ

ういうことであります。 

○副委員長（近藤守君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  日本製紙の関係ついては、一部マスコミでかなり大きく出て、日本製紙

のほうでも実は驚愕していて、びっくりしているのです。同じメーカーの王子さんもその前からや

っているのです。我々は、操業確かに休止していますけど、生産調整のための休止なのです。です

から、事を荒立てて、休止というのは閉鎖ではないですから。町民には、閉鎖と休止と混同してい

る人がかなりいます。ですから、逆に我々は、実はありうることだというとらえ方をしているので

す。ですから、これは生産調整、今こういう時期ですから、生産調整をしているということで受け

とめているのですが、あえて、それを町民に私のほうからいうということは、また逆に変に荒立て

るといいますか、あれすることにありますので私は沈黙がいいのかなと思っています。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君）  私は、不安をあおるとか変な意味ではなくて、やはり町民も、今、町長

がお話されたことを共有して、やっぱり見守って、応援できるものはしたいと。私はそういう観点

から、今、お聞きしているのです。どうも私のものの言い方、質問の仕方がちょっと誤解を与える
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ような質問の仕方で、もう少し柔らかく、これから質問しようかなと思っているのですけども。私

はこういう言い方をしていたのだけど、議員として、どうなのですかということを聞かれるのです。

私は公に聞いていませんので、議員として。そういうことで私はやっぱり町長の声を聞いて、それ

を伝えるべきかわかりませんけど、やっぱり大きな大事な問題ですから、やっぱり町長からそうい

う生の声でメッセージあったほうが安心されるのかなと思って聞いたということですので、変な意

味であおるとかそうではなくて、ほとんどの町民の方はやっぱり心配しているのです。そういうこ

とであります。 

 それで、今の部分で今後はそういうことあり得ないのかなと思いますし、一方では、海外に同じ

く工場を買って拡大、展開するよというような報道ありますので、それなりの大きな形の中での流

れだと思うのですけど、白老に限定すると、新聞報道以外のことは今、町長もお話されませんでし

たけど、３月は20 日間、それ以後はわかりませんけども、そういう部分でこれに伴って地元で多く

かかわっている企業さんがあります。その方に影響があるのか、ないのか。行政として、そういう

影響があるか、ないかを調査し、分析し、今どういう対応を考えているのかということがあるのか

どうか。それをお聞きします。 

 それと、次に 225 ページの今回もＪＴＢに戦略的観光振興推進事業で 200 万円見ています。これ

はことしで職員の派遣含めて４年目です。相当な金額いっていますけども、今回、この派遣すると

いうことは、ＪＴＢがどのような戦略、そして、この３年間の総括を含めて、白老町でどういう展

開をしたらいいかということが示されていて、それが、白老町が今、先ほど町長も答弁ありました

けども、それに合致するような方向性のこの推進事業の委託になっているのかどうかということを

まず伺います。 

○副委員長（近藤守君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  まず、日本製紙のほうでの関連企業さんへの影響があるのかと

いう部分でございますが、実は、これは産業厚生常任委員会の中でこの記事が出たあと、直ちにご

相談を申し上げまして、副町長以下出席しまして説明をさせていただいてございます。その中では、

約 20 日間ということでございますけども、休止する中でいわゆる関連企業さんのほうにも、当然止

まるということになりますので、関連企業さんもやはりやめざるを得ないという状況になると。そ

ういう中では雇用調整助成金、これを使った中で、いわゆる解雇だということではなくて、そうい

う助成金をいただく中で休止に対して対応するということをすぐ調査しまして、そして、委員会協

議会の中でご説明しているところでございますのでご理解をいただきたいというふうに思います。 

 それから、もう一つのＪＴＢの３年間の総括ということでございます。平成 18 年、19 年という

中で実は、ＪＴＢさんのほうとの打ち合わせの中では、当然町内への誘客を図るということと、そ

れから、専門のノウハウを持って職員にいわゆる、そういう観光事業のノウハウを伝授していただ

くということが大きな目的でありまして、2006 年からこれがスタートしたということでございます。

例えば、そういう中では、平成 18 年度はポロトコタンの夜 2006 です。これが新たな取り組みとし

て、約 752 名の実績があったですとか、白老ご当地ツアーを行うという中で入り込みがあったです

とか、それから、白老カルチャーガイドツアーを行ってきたですとか、湯めぐりパスツアーを行っ
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てきたと。それから、平成19 年についても同じく、牛肉まつりのプレミアムシート、これを発行し

て、バス３本で２回ですから、約 240 名ぐらいの入り込みを入れているですとか、同じくポロトコ

タンの夜の2007 年、これは967 名の入り込み。 

○２番（前田博之君）  その結果はわかっていますので、ことしの予算の中の 200 万円の中で戦

略的に政策展開するときに、どういう組み立てがされて、町と整理されて、ことし、どういうこと

をやるのですかと聞いているのです。結果については、質問等答弁で十分理解しています。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  わかりました。ことしについては、直接的に 200 万円という形

になっていますけども、実はやはり、今、うちが一番弱いなと思っているのは、ツアーの中で食事

の契約施設が少ないということが大きな課題になってございます。今、例えばＪＴＢとの食事の契

約を行っているのはかに御殿さんと、白老牛のいわさきさん、そういう２店舗だけになってござい

ます。ですから、そういう中では白老牛クーポンという中で食事契約をする店舗をふやしながら、

ツアーの中に白老牛を食べていただくというようなツアー造成ができないかという、こういうこと

が一つございます。 

 それから、もう一つは、これまでやってきた白老のまちめぐりパス、いろいろな資源を通して体

験型のまちめぐりパスというものをやってきているのですけども、これは特にマイカーを利用した

という形で行っているのですが、一方ではＪＲを活用したものができないかと。こういう商品造成

ができないかということでの検討を行ってございます。 

 それから、もう一方が、今回、アイヌ民族の伝統舞踊が世界遺産への一覧表に記載されるという、

そういう非常に白老町の観光としてはこれを有効に活用していくというか、戦略的に練っていく必

要があるだろうということで、アイヌ文化振興事業ということで商品開発を行っていきたいと。ア

イヌ民族をメインにして商品開発を行っていきたい。この３本をメインにこのＪＴＢとの戦略事業

を展開したいとこのように考えてございます。 

○副委員長（近藤守君）  ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君）  日本製紙の関連の部分で雇用創出対策するということで、それにかかわ

ってこられない事業さんも結構いるのです。そういう部分をぜひ拾っていただきたいということと、

これからの展開を担当の委員会協議会でやると言っていますけども。私、多分ここにいる委員さん

は委員会で説明しているのに、前田、聞くのかというはたで見ている人がいるかもわかりませんが、

私はその委員会に入っていませんし、無会派でそういう連絡も入ってきませんので、やっぱり公の

場で聞いているということだけ、今後のそういう政策を展開する場合にも理解していただきたいな

と私は思います。 

 それで、今、ＪＴＢとのことしの内容ありましたけども、北海道に前の観光協会が観光機構と変

わったと思います。この観光機構は本年度の道内旅行の促進に力を入れるということで展開してい

るのです。なぜかといったら、北海道の観光は85％が道民の移動といわれていると。今、ツアーも

言いましたけども。そうすると、観光機構が一つの北海道の観光戦略、これは海外もかなりやって

いますけども、国内・道内旅行に限るとそういうことを今年度メインにしているのです。そうする

と、今、担当課長からＪＴＢとの連携の中での主な内容ありましたけども、この部分とＪＴＢの戦
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略的なものが提案されていないのかどうか、まず１点伺います。 

 それと、先ほど同僚委員からいろいろありましたけど、観光誘客推進、食材王国、戦略的な観光

をやっていまして、かなりのパンフレット、リーフレットができているのです。これは、悪いです

けども、案外、地元の人の目に触れていないのです。そういうものをもう少しやっぱり、まず地元

から理解していただかないと、と思います。 

 それと、職員や町長は常に地元企業の活用と言っていますけど、技術的なことがあるかは別とし

て、多くのこれらの印刷物が発注されているのです。これが地元の企業に見積もり合わせとか、問

い合わせとかないのです、余り。何らかの形で結構町外の企業にいっているのです。これは皆さん

もご存知だと思いますが、あれだけのカラーで上質紙でやったら単価もかなり高いのです。そうす

ると、技術的なこともあるかわかりませんけども、できれば、やっぱり地元企業さんにまず、そう

いう部分はできるかどうかで少しでもお金を落としてほしいなと。なぜかといったら、白老をグラ

ウンドデザインして観光をやっているのです。そうすると、やっぱり地元にかかわってもらうこと

が僕は優先だと思いますので、その辺がどうなのかなという部分の２点でございます。 

○副委員長（近藤守君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  委員のおっしゃるとおり、やはり旅行の形態が今、非常に厳し

いという中ではよく言い尽くされていますけど、安くて近くてという、そういうような旅行形態に

変わってきている部分も当然あると思います。ですから、やはり道内向けへ商品誘客という部分で

は必要だというふうに考えてございますので、今回の例えば白老牛クーポン事業ですとか、ＪＲ活

用事業というのは、基本的にはやはり道内向けの商品として造成していくという形になるかという

ふうに思ってございます。 

 それと、パンフレット・リーフレットですけども、これはつくった段階では、町内の観光施設等

に配布してございますし、町のほうの産業経済課のほうにも置いてございますが、より多く町民の

方たちの目に触れるということであれば、公共施設等にも配布するような形を検討したいというふ

うに思います。 

 それから、印刷を地元の企業へということでございますが、すべてが地元の企業ではない場合も

あります。ただ、基本的には地元の企業を使うという考え方でおります。ただ、この観光パンフレ

ットをつくっていく中では、やはりどうしても専門のレイアウトですとか、デザインですとか、そ

ういうものが必要になってくる部分が多くて、そういう中ではどうしても地元で発注できない場合

もあります。しかし、できるものについては、極力地元発注にもっていきたいというふうに思って

おります。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ございませんか。それでは、暫時、休憩に入ります。 

休  憩   午前 １１時１０分 

                                           

再  開   午前 １１時２４分 

○副委員長（近藤守君）  休憩前に引き続き、会議を始めます。 

 ８款土木費に入ります。枠で 12 番。226 ページ、１項土木管理費、１目土木総務費から、237 ペ
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ージ、３項河川費、３目排水対策費まで。５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君）  土木費の今後の考え方について、政策的なことで大きな視点でちょっと

議論をしたいと思います。今回、地域活性化生活対策交付金事業で、国の臨時交付金が相当出まし

て、その中で財政難から先送りされてきた事業として建設課に関係するものが約全体の６割以上を

占めるような形の中で事業ができるということは非常に喜ばしいことかなというふうに考えており

ます。それで、建設関係の事業費が年々減っている状況であると思います。今年度は、町内の建設

協会からも議会に対しても、町に対しても仕事をふやしていただきたい旨の陳情書が上がったと思

いますけれども、しかしながら、今の財政状況を考えますとやはり、それと、過去の反省も踏まえ

て身の丈に合ったことをやっていかなければ非常に今後の財政運営上も厳しいということで、やは

り、これは考えた中でのものしかできないというふうに私は認識している一人でございます。そう

いった中で昨日、同僚委員のほうから、大滝線の通年開通に対しての見通しについての質問もござ

いました。今現在、虎杖浜のトンネル関係の工事が国の予算の中でやっていると思います。あれは

非常に念願かなってのことでございますし、町の経済の活性化を考えても非常に有意義な工事でも

ありますし、具体的にいえば、地元の貨物関係、運送関係等を中心といたしまして、非常に大きな

経済効果を出しているという状況でございます。そういう中でやはり、これから町がなかなか自前

の工事ですとかそういうものが発注できる、必要なものは当然やっていくと思いますけども、でき

ない環境の中でやはり国や道に対して何とか、私は町長の交際費を今以上にまだ上げたとしても十

分おつりの来ることだと思っていますので、ぜひとも、国道36 号線の４車線化、これは国に対して

の要望です。そして、もう一つは、樽前からの道道のバイパス化です。これは災害等の有事のとき

の避難道としても非常に町民の安心・安全を守る、そして、当然同じように経済効果も見込まれま

すので、この辺の見通しというのはなかなか厳しいものがあるかもしれませんけども、これを中心

に要望を国と道に対して、ぜひ行っていただきたいというふうに考えています。一応、これに対し

ての、まず、見通しというものもお尋ねしたいなというふうに思います。 

 それと、もう１点なのですけども、公営住宅の関連でお尋ねしたいと思うのですけども。以前、

引退された同僚議員の一般質問の中で、社台地区の活性化というようなテーマで社台に公営住宅を

建てたらどうかというような一般質問が過去にあったと思います。それを私、なるほどなというふ

うにそのときもちょっと感じていたものがあったのですけれども。社台地区のやはり人口減少に歯

どめを打つためにも、また、社台地区の活性化の意味でも、もし今度、公営住宅を建てるとなれば、

社台地区にそういうものを建てる。もし、駅の近くに町の土地があるとすれば、そういったことも

考え方としては必要ではないのかなというふうに思うわけでございます。その辺の考え方と申しま

すか、そういったような考え方も立てないのかどうなのか踏まえて、ちょっと全体的なことでお尋

ねしたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  目時副町長。 

○副町長（目時寛行君）  最初に国道の４車線化と、それから、鉄北幹線の道道昇格について、

私のほうからお答えをしたいというふうに思います。まず、36 号線の４車線化、これについては国

に対して最重点要望ということで町長はじめ、担当の者は随時必要の都度、要望をしております。
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今後もまた合わせて要望をしていきたいというふうに考えております。 

 また、鉄北幹線につきましても、道に対して、これも最重要課題として土現はじめ、道のほうに

お願いをしておりますし、また今後も要望を重ねてまいりますのでご理解いただきたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  星建設課長。 

○建設課長（星貢君）  社台地区の公営住宅に関してということです。現計画では、こういう計

画はないのですけども、21 年度に公営住宅の計画を改定することになってございます。中心は、長

寿命化計画というようなことで修繕なんかが中心になろうかと思いますけども、財源的なことを含

めて、地域活性化という観点でもその計画策定の中で検討させていただきたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  ５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君）  質問というより、本当に今回ちょっと要望的な発言だったと思います。

そのような中で今後の土木費に対する考え方、見通しと申しますか、これはやはり今の財政状況で

大いにふやすということはなかなか難しいとは思うのですけども、いろいろな要望等も出ている中

でどのような考え方、思っているか。例えば今回のように地方交付金が、いわゆる景気対策として

国から出されました。こういうものが毎年あるわけではございません。そういう中で事業者もおる

わけでございます。そういう上での考え方について、今後の。これに対してはいかがでございまし

ょうか。 

○副委員長（近藤守君）  星建設課長。 

○建設課長（星貢君）  土木費といってもいろいろな分野があろうかと思います。道路、公園、

河川、公営住宅も含めていろいろなものがあるかと思います。あくまで、新財政改革プログラムに

のっとった形で、財政室等と連動した形で考えなければならないことは前提ですけども、私の立場

とすれば、修繕だとかの需要は年々高まっていると思うのです。それは老朽化とともにということ

です。ですから、公営住宅のときにもちょっとお話させてもらったと思うのですけども、老朽度に

合わせた修繕の計画、コストをきちんと出した上で優先順位の判断を財政とも相談しながら、つく

っていくのと同じく、道路にしても老朽度なんかについて、橋梁なんか特にそうですけども、そう

いうものの調査を実施した上で、金を全部出した上で優先順位と財源との相談をしながら計画的な

土木事業を行っていきたいというふうに考えております。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ありませんか。９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君）  237 ページ。バンノ沢の砂防工事の件なのですが、国の直営の工事とい

うことでさほど話題にもなってこなかったのかなというふうに思いまして、中身についてちょっと

わからない部分をお聞きしたいなと思うのですが。いよいよ、この工事、21 年でこの工事が完了す

るという運びになったと。それで、私ずっと記憶でも、かなりの長い年数と費用をかけてきたのだ

ろうというふうに理解をしています。それで、お聞きしたいのは、私、バンノ沢川というのは、そ

の状況というのはまったく知らないわけですけども、工事開始から完了までどれほどの日数と総費

用がかかった工事なのか。そのことをお聞きしたいということと、このバンノ沢の大工事が終わる

ということで町民のメリットというのはどんなふうにあるのか。そのあたり、お聞かせ願いたいと

思います。 



 - 22 - 

○副委員長（近藤守君）  星建設課長。 

○建設課長（星貢君）  バンノ沢川に関しては、自衛隊の駐屯地から発生する土砂がバンノ沢川、

ウトカンベツ川に流入して下流の河床所に堆積して、河川断面を縮小して水害の恐れを発生させる

という危険があるということでずっと実施してきた工事でございます。今までの合計が、平成７年

から 21 年までということで、14 億 1,600 万円ほどの総事業費となってございます。 

 町民への効果ということですけども、当然、下流域には多くの民家が存在します。そういうとこ

ろの水害を未然に防ぐという意味で、目には見えづらいかもしれませんけども、大きな効果がある

と考えております。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  ９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君）  14 億円をかけた工事というのはかなりのものだなというふうに思います。

それで、白老にも川がいっぱいあるわけですけれども、バンノ沢川がどれほどの暴れ川なのかとい

うことを私もよく認識しないのですけども、過去に町民にとってどれほどの危険があって、被害が

あるということがあったのか。あるいは、ないのだけれども未然に防ぐということの工事と解釈し

ていいのかどうなのか。今までなかったのだけれども、国のほうでこれが必要ということでやった

のであれば、これは町民にとってというよりも、自衛隊駐屯地内の自衛隊の活動を万全を期すため

ということが大きな目的だったのどうなのか。そのあたり、もう１回伺いたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  星建設課長。 

○建設課長（星貢君）  ちょっと詳細は、私、記憶してございませんけども、ウトカンベツ川自

体はかつて、やっぱりはんらんを起こして、町民に被害を与えたということはあることは間違いな

いです。自衛隊の中を流れているから、自衛隊の中に即座に大きな影響があるかといえば、そうで

はなくて、そこから発生する土砂がこの工事をやらなければどんどん下流に流れていきます。その

下流の河床を上げることによって、陣屋以下、下のほうの危険性を高めるということを防ぐための

工事ということであります。 

○副委員長（近藤守君）  ９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君）  そうすれば、土砂が大量に流れていって、バンノ沢川が合流するのはウ

トカンベツ川ですか、陣屋の横。そちらのほうの川につながって、その土砂がどんどん流れてきて

いて、そうすると、ウトカンベツ川のほうを掘削しなければならないとか、そういうような自体が

起こっていたのかどうなのかということが私余り聞いてはいないのですけれども。それで、私がも

う一つ聞きたいのは、そういう国の直営の工事ということが町とのかかわりといいますか、役場の

ほうの行政とのかかわりという形ではどんなふうに目の届く事業という形になっているのか。かか

わりがどうなっているのかということをお聞きしたいと思うのですが。 

○副委員長（近藤守君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  これは防衛の仕事であるということはご理解いただいていると思うので

す。まず、ウトカンベツ川というのは、道道の信号ありますね。太田さんのところの橋あるところ。

あそこのちょっと海側のほうにちょっと切りかえたのです、西側に。あれはなぜ切りかえたかとい

いましたら、シルト系というのですか、あの細かい火山灰の浮くようなあれがどんどん下に流れて
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くるわけです。それで、切りかえたときには周辺の地盤よりも川のところのほうが高くなってしま

ったのです。築堤というか、護岸、築いていましたけど。それで、ウトカンベツ川がかなりはんら

んしていたと。川の底が高くなるものですから。それの原因は何かといったら、上から来るわけで

す。バンノ沢の上流から来るわけです。それで、国の防衛施設を守るという一つの大きな意味合い

もありますし、下の市街地のそういう洪水を防ぐという両方があって、ウトカンベツ川も国の100％

補助で整備しました。白老川に合流するのですが、白老川に合流するところから上流まで、バンノ

沢のところまで全部国費100％補助事業でやっています。その上流のバンノ沢がまた100％の補助で

事業がことし完了するということなのです。その間、例えば職員の給料だとか、全部人件費も国の

事業でやっていますから、それはもう全部見ていただいているということなのです。ですから、あ

と、今までほとんど町のほうに調整交付金で入ってくるものですから、それは町の財源として町内

の建設業者がそれを受けて、工事をずっとやってきたと。ですから、経済的な部分、そして、逆に

防災等のそういう部分のメリット、人件費も含めて進行上は大きなメリットがあったということで

ございます。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ございませんか。12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君）  12 番です。227 ページの道路維持管理費なのですが、道路維持管理費

の除雪のことでお聞きしたいのです。今から３、40 年前は白老も２メートルも雪降ったし、年々少

なくなってきたと。ことしは、私の記憶では17、18 センチメートルが一番かなと思っています。そ

れで、除雪もスパイクタイヤからスタッドレスタイヤになって、８センチメートル以上は除雪する

とこうなってきたと。この頃は 10 センチメートル以上となっているようですけども、10 センチメ

ートルとか８センチメートルではなく、私は雪が降らないから、今、道路が凍結して、雪があるよ

りずっと危険になってきたと。 

 それから、例えば北吉原のお話するのですが、北吉原には店が１軒も無くなったと。前は７軒も

あったのです、民家の近くで。今、１軒しかなくなったのですけども。そして、高齢化になって、

お店に行くのにみんな歩いていかなければならない。北吉原の場合は萩野まで行かなければならな

い。それで、みんなリュック背負って行くのです。ですから、除雪の考え方を私は変えるべきだな

と思っているのです。確かに１億円もあった時代から、15 年前までは５、6,000 万円いっていまし

たよね。この頃、3,000 万円、2,000 万円になってきたと。それで、財政も厳しいから８センチメー

トルを 10 センチメートルにしたと。こんな問題ではないのです。凍結すると非常に危険ですから、

道路維持をもうちょっと小まめにしてあげなければ。それから、お年寄りは最近四つ車で押して歩

く方が随分いるのです。ですから、雪も無くて、押して歩くといっても、雪ないようだけれども滑

る、けがをする。こういうことで除雪のものの考え方を１回きちんと変えたほうがいいのではない

のかと思うのです。確かに財政厳しいとか何とかの問題ではなく、安心して道路を胸を張って歩け

るような、お年寄り方が歩けるような道路に、私は除雪のものの考え方を変えるべきだと。ですか

ら、道路維持のものの考え方をもう一度きちんと考えるべきではないかなと思うのです。まず、こ

のものの考え方を変えるべきだと思うのですが、その点についてお聞きしたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  星建設課長。 
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○建設課長（星貢君）  除雪の件について、お答えします。ことしはちょっと例年より、ここの

ところ少しご指摘のとおり多かったということに加えて、ことしに関していうと、今まで大ざっぱ

にいうと10 回出ています。本当に小規模なものは除いてです。実は、ことしの特色としては、雪が

降った後、10 センチメートルぐらいのかなりの回数降ったのです。その後、かなりプラスの気温に

なることが多くて、逆に解けやすかったという反面、轍とかにもなりやすいということで追加の除

雪に出ることが例年より非常に多かったということです。ですから、そういう意味でも温暖化の影

響もやっぱりちょっとあるのかなというふうに考えてございます。それで、金額的にはご指摘のと

おり、この 10 年間ぐらい、やっぱり 2,500 万円ぐらい、この 10 年の平均になります。ことしは既

にもう 3,000 万円を超えるような状況になってございます。 

 もう一つ。近隣の状況だけ聞くと、やはり基準としては大体10 センチメートル程度。同じような

気候の両隣の市を比べてもそういう状況にあります。ただ、今、ご指摘のことも高齢化ということ

も本当に切実な問題になってきております。ですから、そういうことも踏まえてお金のこと、それ

から、これから温暖化の状況、積雪の状況ですとか、高齢化の状況全部踏まえて、ちょっと考えて

みたいなとは思います。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君）  除雪から、もう、１回頭を切りかえて、そして、凍結防止や何かの維

持管理をするべきではないかなと私はこの頃ずっと。北吉原の話を言って悪いのですが、あそこか

ら、ちょっと天気がいいと自転車で行けるのです。自転車で買い物に。店、無いのですから。です

から、北吉原の方、竹浦だって、高木商店ぐらいしかないかな、あの辺全体で。みんな自転車でも

行きたいのです。これからは除雪の頭を抜いて、凍結をどうして防止するか。栄町だってみんなそ

うだと思うのです。私は除雪の考え方を切りかえてほしいなと思います。 

○副委員長（近藤守君）  星建設課長。 

○建設課長（星貢君）  凍結に対する対策もご指摘のとおり非常に重要なことだなと考えてござ

います。それで、何を優先するかというのは、１番、２番というのはないのかもしれませんけども、

まずやっぱり交通事故を防止するような意味合いで幹線、もしくは交差点ですとか、踏み切りです

とか、そういうところの凍結防止は、踏み切りのところに関しては一部ロードヒーティングなんか

も実施しておりますけども、そのほかのところについてもやっぱり重点的に融雪剤等の散布ですと

かはするようなことの配慮はしております。 

 あと次、歩くということになると、やっぱり子どもたちの通学路の確保というのがある程度優先

されるのではないかなと今、考えております。 

 そのほかにきれいに、歩道も含めて除雪をする、もしくは歩道のないところについては車道の凍

結防止ということが非常に重要になるかと思います。そういうところのお金が実はどのぐらいかか

るのかということは、私は算定したことはございません。ですから、そういうお金のことも含めて

シミュレーションした上で、それが財政室等の可能範囲なのかどうかということも含めて検討はさ

せていただきたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ありませんか。11 番、土屋かづよ委員。 
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○１１番（土屋かづよ君）  11 番、土屋です。今、除雪のお話が出ましたので一つ私もお伺いし

たいのですけれども。先だって、課長のほうにも除雪のことで相談に行きまして、解決はしたので

すけども。信号のない交差点。除雪業者さん、地区によって全部違うわけなのです。特に信号のな

い交差点、一番身近なところでいいますと、役場の駐車場を出て、お隣の小学校へ行くところの道

路。あそこが役場の駐車場の雪がどんと積もっていて、出るときに車が来るのが見えないわけなの

です。それでちょっとヒヤッとしたことがあるのですけど。交差点のところに積んであるところが

結構多いのです、調べて歩いたら。それでやっぱり、せめて車の事故なんかも防ぐためにも、角地

の雪はなるべく業者さんによけてもらうような指導をなさっていただきたいと。そのことを一応お

願いだけしておきます。 

○副委員長（近藤守君）  星建設課長。 

○建設課長（星貢君）  検討はしたいと思いますし、注意もしたいと思います。ただ、一つご理

解いただきたいのは、まず、優先的には、長い時間、今回 10 時間ぐらいかかるのです。それでも開

始してから10 時間かかってしまうのです。ということは、それを丁寧にやればやるだけ、その時間

もっと延びて、通行できないところがふえてしまうということはちょっとご理解いただきたいと思

うのです。先日、ご指摘いただいたところは国道だったかと思いますけども、その次の対策として、

排雪ということは検討させていただきたいと思います。その都度、その都度は、今言った、時間の

関係があってなかなか難しいのではないかなと推測しております。もちろん、そういうことを含め

て業者さんは気を使ってやっていただいているとは思うのですが、場所によってはどうしてもそこ

にたまらざるを得ないところもございますので、その辺ちょっとご理解いただきたいなと思います。 

○副委員長（近藤守君）  次、ございませんか。３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君）  ３番、西田です。道路施設整備補修という 227 ページなのですけども、

白老町の除雪の話が随分出ていましたけど、白老町の町なかは非常に地盤が悪いせいもありまして、

非常に道路状態も悪いのです。この辺はやはり、ぜひ直してほしいなということ、いろいろな議員

から毎年のように要望出ているのですけども、やはり、ことしも余り予算取れないのでしょうか。

この間も星課長に私の家の前を相談しましたら、大したことないから、ほかのところはもっとひど

いと言われまして。私のところも家の前に、雨とか雪とかが降ってたまりますと、水たまりが大体

10 センチメートルぐらいになるのです。それで、ちょっと長靴でないと外にも出られない状況。こ

れがまだいいほうだと言われるのですから、ほかのところはもっとひどいのではないかなというふ

うに私、非常に心配しているのです。そういう意味で、まず、補修をもっと何とか予算取れないの

か。本当にしてほしいなというのがまず一つです。 

 それと、もう一つです。今、高速道路が今度 1,000 円になるということで、ＥＴＣつけている方

は観光地に行くようにという国の今回の方針でそういうようなことで、北海道のほうはゴールデン

ウィーク前には何とかなるのではないかという話を聞いていますけれども、実際に白老町から札幌

方面とか、室蘭方面から高速下りてきますと、観光地にどうやっていいのかなとちょっと看板が余

りよくわからないのです。その辺、私、産業経済課に聞いたらいいのか、土木課に聞いたらいいの

か、ちょっとわからなかったのですけども。現実的に土日に最高限度額が 1,000 円で、どんどん皆
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さんあちこちに行って観光地を潤してくださいと。経済の活性化のためにという方針であれば、や

はり白老町もある程度道路整備というのですか、そういうところも力入れていかなければいけない

のではないかなと思うのです。札幌に 180 万人から 200 万人いるという人口の方々が、結局安いか

らというので洞爺や函館とか向こうのほうに流れていってしまったら、本当に白老町は通過されて

しまう。私、正直言いまして、白老川のあそこのところに高速道路から怒られてもいいから大きい

看板でも立ててほしいなとちょっと思ったくらい、通過されたら困るなという気持ちもあるのです

けども。その話はまた別のこととしまして、とにかく高速道路から下りてきたときに、レストラン

とか観光地とか温泉とか、それから、お土産物を買うお店屋さんとか、そういうものがある程度わ

かるような看板とか、そういう仕組みになっているのかどうなのか。その辺ちょっとお伺いしてみ

たいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  星建設課長。 

○建設課長（星貢君）  道路補修の関係です。かなり町民からの連絡とか苦情も多くて、私まだ

１年目なものですから現地へ極力行った上で比較判断できるようにしたいとは思っています。そう

いう中で、穴開いたところについては職員が１週間に１回パトロールはずっと出て、自分たちは補

修できる道具を持って実は出ています。そのほか、突発のものについては職員がその都度対応する

というような形です。ちょっと下がったりして水たまりがたまるようなところがございます、穴と

はちょっと違って。そういうところは、実は相当多くて、今年度ここに予算上げさせていただいて

いるところでは飛生線をことしはやっていくと。やっぱり比較した中では一番飛生線がひどい状況

でございます。あとほかに、ちょっと山に入っていくような砂利道とかだと本当にひどい状況とか

がございますので、きょうもその作業に職員が出ているのです。それで、先ほども言ったように、

全部やっぱりお金の関係でお答えできないかと思いますけども、それは改めて本当に全部調査した

上で何を優先すべきなのかということを、今までも判断しているのですけども、さらに精度を上げ

るような形でやっていきたいと思います。幸い、ことし、緊急雇用の関係等が正式に決まれば、パ

トロールなんかも増員をして、もちろんパトロールというのはパトロールだけではなくて補修も含

めてやるような体制は組んでいけるのではないかなと考えております。 

○副委員長（近藤守君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  基本的な道路上にある看板というのは、いわゆる観光地として

の表示はしてございます。ですから、例えばポロトへ行く方向、市街地へ行く方向ですとかという

のは、町のサイン計画の中で、これは当時、都市整備の中で全町の看板整備は行っているかという

ふうに思うのです。ただ、それでは、個別の商店含めての看板というのは、実は町ではやっており

ません。むしろ、それらについては、その個別の事業者が誘導するための看板は設置していると、

こういうふうに理解しております。 

 それから、高速の出口からポロトまではわからないと。状況についてはちょっと確認をさせてい

ただいて、状況確認して、その内容を調査したいというふうに思います。 

○副委員長（近藤守君）  ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君）  道路整備のほうでもう一つ。本町のところから栄町のところまで遊歩道



 - 27 - 

があるのです。あそこのところは特に子どもたちが通学したりとか、あと、それから、高齢者の方々

とか、雪のないときは結構、買い物道路として利用されているのですけど、雪が降り始めると、あ

そこのところに立派な柵みたいなものがありまして、雪かきはしてもらえない、結局は誰も通れな

い道になってしまうのです。それで、私、あれは本当に毎年毎年見ていてもったいないなと。そう

したら、どうしても、あそこは遊歩道だから、車走ったら困るから通れないというのだけども、結

局はそこの遊歩道が誰も除雪しないものですから、誰も通らない。何かすごく無駄なような気がし

ましてね。そして、狭いぐにゃぐにゃした道を、ちょうどここの役場前のバス停降りた、おじいち

ゃん、おばあちゃんたちがリュック背負いながら、スーパーくまがいとか、あちらのほうにツルハ

とか、商店ありますから、ダイソーとか。そちらのほうに行くわけなのです。それで結局、栄町と

か緑丘の方たちもあそこの遊歩道を全然通れないで来てしまう。もうちょっとその辺、考え直して

いただけないのかしらと。特に高齢の方々にとっては、車をよけながら歩くというのは非常に危険

ですし、せっかくああいう道があるのだったら、せめて除雪をきちんとするか、もし、できないの

であったら、いっそのこと外してしまって何とかしてほしいなと思うのですけど、その辺はいかが

でしょうか。 

○副委員長（近藤守君）  星建設課長。 

○建設課長（星貢君）  緑道の除雪の件です。夏の間は町内会さんのほうで、一応、公園里親と

いうことなのですが、緑道も含めていろいろな整備をしていただいて、非常にきれいになっており

ます。何度か確認に行っているのですけども、申しわけないのですけども、実は除雪の状況という

のは、私、緑道に確認に行ったことはないのです。それで、ちょっと確認をさせてもらった上で検

討させていただきたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ありませんか。それでは、暫時、休憩に入ります。 

休  憩   午後 ０時０２分 

                                           

再  開   午後 ０時５９分 

○副委員長（近藤守君）  休憩前に引き続き、会議を始めます。 

 区切りの 13 番。236 ページ、４項港湾費、１目港湾管理費から、251 ページ、６項住宅費、２目

住宅管理費まで。12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君）  港湾費について先ほどもお話したのですが、私は、港湾費をずっと凍

結すべきだとこんなことを言ってきました。私は、この港湾費は、白老のまちそのものは財政も厳

しいし、少子化、そして、高齢化になってくる、それから、生産人口がとにかく減ってくる。こう

いう中でこの港湾費が、生産人口が減少する中で、それから、将来少子化ですから次に担う人方が

いないと、支えられるのかと。これを私は、凍結という言葉で表しているのです。港湾費にかけた

19 年度までは、確か町民負担は128 億円ぐらいかなと思っているし、それから、それまでかかった、

投資した金額は 730 億円ぐらいかなと。それから、第３商港区が完成した時点で大体町民負担の分

が 150 億円ぐらいかなと。148 億円かそのぐらい。それから、800 億を超すだろうと。こういうこと

で私はこれが先ほど言った、町民が支えられるのかなと。このようなことで財政の厳しいときは一
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時凍結もすべきだと、私はこのような考えで申していたのです。私は、やっているものはとめるわ

けにはいかない。これは町長いつも言っていることです。ですから、私は、この港を生き延びるた

めには重要港湾に格上げしなければ無理ではないかなと思います。これも無理な話もあります。特

定重要港湾、両方で抱えて、そして、白老のまち、それをわかりきりながら地方港湾、そして、こ

の商港区をつくってきたわけですから。無理なことはわかるのですが、私はそういう運動を始める。

重要港湾にしてくださいという運動を始めることからやることが私は必要ではないかなと。ですか

ら、北海道で今10 の地方港湾があると思いますが、今までの計画どおりいくと、チップがシフトな

って石炭が入ると、北海道の今の重要港湾よりも白老の今の港湾のほうがずっと取り扱い量がふえ

ていくと思うのです。そういうことからいっても無理だとは思うのですが、無理を承知で重要港湾

に格上げする、こういう運動を地道に展開していくことが大切だなと。これしか私は生き延びる、

白老のまちが安心して、安定して生き延びるには、この方策しかないなといつも思っているのです

が町長の考え方をお聞きしたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  実はまったくそのとおりでございまして、私、実は一昨年から国交省の

港湾局のほうに今と同じことを言っているわけなのです。というのは、北海道で重要港湾は10 カ所

だと思うのですが、特定重要港湾に挟まれていますと。その特定重要港湾の間にある、要するに特

定重要港湾を補間する港なのだと。まず、そういうことを国交省に言っています。それと、取り扱

い量です。これでチップが本格的に入ってくると、多分道内で６番目です、重要港湾、地方港湾全

部入れて。そうなると、重要港湾でうちのまちより取り扱いの少ない港が４港ぐらい出てくるので

す。それでは、そういうことが本州でないのかといったら、実はあるのです。あるのですけど、そ

こには大変なまた政治力が働くという話です。というのは、うちの港を重要港湾にするには、どこ

かよそを地方港湾に落とさなければならないと。これをやっているのです、実は。余りにも差があ

るということで、です。それで、そういう可能性は、実は十分にあるのです。それでは、白老の港

があって、苫小牧、室蘭ありますと。こんな近いところにと皆さん思うのですが、本州に行ったら、

もっと半分の距離のところにもあるのです、港が。特に広島だとか向こうのほうに行ったら。そう

いうところへ行ったら、要するに取り扱いの少ないところは逆に地方港湾になって、多いところは

重要港湾になっていると。それはまちの努力だとか、なってしまったら、もう変わらないのだとい

うことではないというお話を実は国交省のほうからも聞いています。まったくそのとおりでありま

して、これをどういう展開をしていくかと。これも戦略的な話なので、ぜひ、そのことについては

今までも進めていますが、もっと精力的に進めたいと思っています。 

○副委員長（近藤守君）  12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君）  そのとおりなのです。日本の国というのは、一度決めるとなかなか元

には戻らない。例えば、歌志内が4,000 人でまだ市で。これは日本人の悪い癖なのです。だけども、

やっぱり大きな問題だけれども、難しい問題だけれども、みんなでまち挙げてやるような考え方で、

やっぱり一歩を踏み出さないと進まないわけですから、やっぱり議会挙げて、まち挙げて、商工会

挙げて、みんなで、こういう重要港湾にという看板ぐらい立てて、こういう運動をしていかなけれ
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ば、私は高齢化、先ほど言った、生産人口が減る、そして、少子化、こういう中で私は支えきるの

は難しいと思っていつも言っているのですが、そんな運動をぜひやっていただきたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  まちの意志をきちんとやっぱり伝えるといったら、私が行って伝えるの

もそうなのですが、やっぱり議会と一緒に伝えたり、看板で町民挙げて、町民の気持ちを喚起して、

重要港湾にして整備していくと。これは道の管理になりますから、大分うちも助かるのです、負担

が。そういうことで、それについては前向きに今以上に積極的にどういう取り組みがいいのか決め

て、そして、議会の場でこういう取り組みをしたいということで議会に報告したいと思っています。

以上です。 

○副委員長（近藤守君）  次、質疑ありませんか。５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君）  ５番、山本でございます。先ほど、社台地区に社台の活性化も含めて、

人口減少の歯どめも含めて、公営住宅をというお話をいたしました。本当はこの場面でお話しなけ

ればならないところを土木費の中でお話をしてしまって、間違いましたので、まず、お詫びを申し

上げたいと思います。 

 それで、雇用促進住宅のことについてですけども、いろいろと国全体の考え方の流れが変わって

きまして、白老にも雇用促進住宅あります。白老町が公営住宅を新しく建設するにしても、当然こ

れは財政の状況を見極めた上でないとできませんので、雇用促進住宅を例えば町が移管をしてもら

うですとか、また、それにしてもいろいろな問題点もまだあると思うのです。そういった中での考

え方というか、検討されたようなことについて、もし、あれば、お話を伺いたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  星建設課長。 

○建設課長（星貢君）  昨年の春ぐらいから雇用促進住宅関係、札幌と協議をしていて、夏以降

に関しては、雇用・能力開発機構の本店のほうと協議はしています。雇用・能力開発機構の課長さ

んもこちらにみえられて協議しているところなのですけども。提示されている金額は不動産鑑定書

に基づいた金額。なおかつ、民間売却の２分の１で実際の場合は買い取りできるという特例もござ

いまして、それはそれなりの金額かなとも思うのですが、問題になっている点は２つです。オイル

サーバーが実はあそこに、５階にもかかわらず無いということ。そして、エレベーターまではなか

なか難しいのかもしれませんけど、最低限オイルサーバーについては必要ではないかなと。あと、

もう 15 年たつわけですから、そろそろ屋根とか外壁の塗膜なんかもはげてきている状況にあります

から、その修繕とかにも実は相当かかるのです。それで、耐用年数をおおむね60 年程度と。法定で

は 70 年ぐらいになるかと思いますが、現実的に 60 年ぐらいと見たとしても、あと２度ほど少し大

掛かりな手を加えなければならない。それをさらに解体しようと思うと、8,000 万円から 9,000 万

円は最低かかるだろうと。それを全部見越した上で家賃を想定し、入居率を想定して、シミュレー

ションをしていくと、なかなか向こうが提示している金額だけで採算が合うような状況には現時点

ではないと。それで、今、国のほうにもちょっとお願いをしていまして、地域住宅交付金をちょっ

と守備範囲を広げて適用できるような可能性がないかという話も実はさせていただいています。そ

ういう町が出すお金が少しでも少なくなるような形で何とか折り合いつけるように今後も交渉をし
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ていきたいと思っております。それで、山本委員おっしゃっているように、新築で建てるより、そ

ういう比較もちょっとしているのですけども、やっぱり買い取りで公営住宅というのはなかなか難

しいかもしれません。基準どおりの設計になっているわけではございませんから。ですけども、町

が貸す一般アパートみたいな感じでは、町営住宅との補間機能は十分果たしていけると思います。

ですから、そういうことも含めて検討はさらにして、交渉も続けてまいりたいと思っております。

以上です。 

○副委員長（近藤守君）  ５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君）  あそこは５階建てですか、結構エレベーターがない関係で非常に都合が

余りよくないというようなことで意外と入居率もそんなに高くはなかったようなようにも聞いてい

たのですけれども。やはり、新しく新築をするよりは、ぜひ、それを生かした中で検討をしていた

だいて、将来的にはエレベーターのことでまたお金かかるかもしれませんし、つけるとなればです。

その辺も含めて、ぜひとも国のほうと交渉していただければなというふうに考えます。考えますと

いうか、要望して終わりたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  雇用促進の住宅なのですけど、今、国のほうで郵政の関係でもめている

のですけど、長くなればなるほど結構高くなる部分もあるのです。だから、今、課長のほうからも

言ったのですが、５階建てで４階、５階に高齢者の方があそこに住むといったら結構大変なのです。

それで今、考えているのは若い人に貸せないかと、逆に。町の貸すアパートみたいな形になります

から、逆に規制は受けなくなりますから。それで、例えば町内の企業さんで社宅を無くしたり、そ

ういうところもあるのです。一方では苫小牧から結構通っている人もいると。これは、自衛隊、郵

便局、日本製紙とか旭化成さんもいるのですが、かなりいらっしゃるということなのです。そうい

うところに逆に貸すことによって、町内の居住の人がふえるわけですから、値段との折り合いなの

ですが、安くするためにちょっといろいろ戦略やっているのですけど、早く取得したほうが今の時

代の流れからいいのかなとも実は思っています。昔であれば、例えば経済センター、あそこを実は、

私が担当したときに１万円で買ったのです。１万500 円ですか。あそこもそうなのです、スピカも。

厚生年金、あそこもそうです。あそこもいろいろあったのですけど。ですから、これから、今、折

衝しているのですけど、どうもマスコミ等を見ると、安く売りすぎたと問題になっていますので、

そろそろ前向きに財政との見合いも考えながら検討するときかなと。ただ、待てば安く買えるので

あれば、戦略的な部分もありますので、いずれにしても前向きに検討したいと思っています。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ございませんか。10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。251 ページの町営住宅の関係で２点と、もう１点、

３点お尋ねしたいと思います。１つは、住宅マスタープランの関係で見直しをするということなの

だけれども、以前は何か駅裏に高い公営住宅をつくって云々ということな絵も書いたことがあるの

だけれども、私はやっぱり、これからの高齢化社会を迎えたら、今の公営住宅をどう改修して使う

かと、そこが中心になると。先ほどの答弁でも何かそのような意味に取れるような答弁があったよ

うに思うのですけれども、ここの中心点、そういうことを含めた中心点をどういうふうに考えてい
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らっしゃるか、まず、１点。 

 それから、公営住宅の駐車場。これは今、取り組んでいるかもしれませんけれども、公営住宅と

駐車場の料金の関係、どういう整理になってきているか。全町的なものです。 

 それから、特に具体的にいうと、川沿、美園団地、あそこの路上駐車がものすごい量なのです。

同時にあそこにある福祉施設もほとんど路上駐車のように、私いつも、あそこを１週間に２回ぐら

い通るのだけど、そういうように見受けられるし、駐車場自体、大体設けているのかなと。もちろ

ん、用事があって来た人がちょっと福祉施設に入る、そのときはいいです。そんな細かいことを言

っているのではないのです、僕が言っているのは。そうではなくて、日常的に駐車場のような形に

なってしまっているのではないのかなと思うのです。それから、あそこら辺、放置車両みたいなも

のもあるように思うのです。あの団地の中全体の、４階建ての会館に抜けていくところはもう完全

に海側全部駐車場です。完全に片側駐車場です。駐車場化していると、道路ではないというふうに

見てもいいぐらいです。それで、私が言っているのは、厳しく取り締まるのが全部いいかというの

はちょっと別なのだけど、もうちょっと町並み整備含めてあそこに住むということがどういうこと

かということを考えたら、整理できるところは駐車場の料金との関係もあるわけですから、整理さ

れつつあるのかもしれませんけれども、そこら辺もうちょっと整理できないものかなというふうに

思っているのですけれどもいかがかと。 

 それと、一番最初に港の問題が議論されました。私も本当にここの部分で今回質問したかったの

は何かというと、町が地方港湾の管理者になるというのは政策上必要な部分があるかもしれないけ

れども、どだい、地方自治の視点からいったら無理があると。承知で政策的にやっておられるとい

うことは、今の話ではないけどわかるのです。だけど、私、議員やらせてもらって、かなり長い時

間たっています。その頃、白老・大滝線なんかは多分僕らが死ぬまでできないのではないかと言わ

れていました、現実的に。下水も入らないだろうし、虎杖浜の駅の裏側の道路なんていうのは、舗

装になるのはいつの話かというような議論がされていたのです、実際には。しかし、そういうとこ

ろはかなり整備されたということは事実です。それで、本当に今、６億数千万円の起債の償還。真

水で２億数千万円。一般財源が今、使われないとしても、起債の償還の部分で真水で出ている、要

するに町民の税金から出ているお金というのは２億数千万円、毎年あるわけです。交付税みてもら

ったとしても。ですから、今、本当に地方自治体がそこに住んでいてよかった、豊かになると。そ

のことでいえば、町長がおっしゃるように、域内循環でそういう姿勢、例えば日本製紙のようなも

のがなければ就職もできないし、高齢化がすすむし、年少人口もふえないという理屈も全然理解で

きないとかそんなことは言っていません。ただ、地方自治体として町が地方港湾を持たなければ、

地方自治体の運営ができないことのほうがおかしいのではないかと。だから、先ほどの松田委員の

質問が出たし、町長の答弁がそうなったと思うのです、僕は。本当にこういうところを直さないと、

それでは、港ができて、日本製紙があったら、本当に全部幸せになるのかという保証はどうなるの

かということになってしまうのです。そんな議論をしたくはないのです、僕は。そうではなくて、

本当にまちが地方港湾を持たないと地方自治が運営できないということが異常だと我々は思わなけ

ればだめなのではないかと。国にものしゃべったり、道にものしゃべったりするときにどうするか
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と。だって、本州行ったら、地方港湾は全部、県ですよ。北海道、お金ないとか、昔なんか、お金

いらないとか、そんな次元で地方自治体だけに負担を持たせるというのはおかしいのではないかと

私は強烈に思うのです、今。だから、道や国にやってもらって当たり前のお話ではないですか。本

当にそう思うのだけど、そこをなぜ白老町民がこれだけ苦労しなくてはいけないのかというところ

がわからないのです。だから、今言ったように、解決する手立てを強力にやると。やっぱり見える

ようにすると。そのことが今、私は本当に大切だし、そういう提起もしてきたつもりですけれども、

重要港湾のサブ港でも何でもいいです。とにかく管理者が白老町ではないような方法を考えなくて

はいけないのではないかと思うのですけど、ご見解を伺いたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  地方自治体の市町村で、本州へ行ったら、地方港湾を持っているところ

はないです、間違いなく。１つもない。これは県がやっているのです。ただ、過去をちょっと調べ

てみたら、漁港もあります、港湾もあります、それで、北海道としては両方抱えられないと。どち

らかにしてくれといったときに、漁港は北海道がやると。そして、港湾はそれぞれの必要な自治体

がやってくれということできたというのです。その選択が正しいかどうかは別にして、港湾のほう

がずっとお金かかるのです。何十倍もかかりますから。それで、できることであれば、本来、北海

道がやるべきことだと思っています。ただ、今ここにきて、正論を今頃勧めてと言ってももう遅い

と。ですから、地方としては重要港湾にしていただきたいという手法を使う以外にないということ

なのです。それから、最後までこの議論というか、疑問は残ると思います。ただ、今、まちの中心

的な産業であります日本製紙、関連企業も全部入れると約 1,000 人くらい働いているとこの前言わ

れました。それと、税収についても６億、７億。それが、港湾が絶対条件だとしなくとも、結局そ

この企業さん、そして、これからのまちづくりにとっては、まだ複数、使いたいという企業があり

ますから、やっぱり港湾の存在は欠かせないと。ですから、この議論をずっとしていても多分、北

海道とは平行線になるでしょう。それでは、それを黙って我々は見ているわけにいかないので、や

はりまちとして、白老港が着工した時点からもう始まっているわけですから、これを今からその議

論で止めるわけにはいかない。今は財政に負担をかけないように、財政の許せる範囲内で港湾をど

んどん進めていくということしかないのです。ただ、重要港湾には絶対、私はしたいと思っていま

す。なぜかというと、道路と同じでやっぱり維持管理費というものがまたかかってきますから、毎

年。そういう部分でも大分変わってきますので。それで今ここで、正論なのです、我々も同じ考え

方なのですけど、ちょっと、道で地方港湾をすぐ管理しなさいといっても、うち以外にまだ地方港

湾は 25 港あるのです。それを全部北海道が抱えるといったら、おそらく議論にならないと思うので

す、今の北海道の財政事情からいったら。ですから、今は一番、先方は、重要港湾に一日でも早く

するように戦略的に考えたほうがいいのではないかなと思っています。ただ、本来、北海道の仕事

かなというのは、私の気持ちとしては変わっておりません。 

○副委員長（近藤守君）  星建設課長。 

○建設課長（星貢君）  公営住宅の計画の件と、公営住宅の駐車場の件でお答えしたいと思いま

す。先日の代表質問のときにお答えした点と、公営住宅の計画に関してはちょっと重複するところ



 - 33 - 

あるかと思いますけども。１つは、適正な戸数をもう一度見直すということになろうかと思います。

それは、将来の人口世帯数の推計もさることながら、ある計画期間、20 年なら 20 年だけを見越し

て、いろいろなものを建ててしまうと、空知なんかで既にあるのですけども、壊すに壊せない公営

住宅がものすごい数あってという問題が、実はもう産炭地なんかでは出てきている。白老がそんな

に一気にいくとは当然思っていませんけども、そういうことも横目で見ながら、建物の耐用年数ま

で見越した形での適正な戸数というのは検討しなければならないなというふうに１つ思っています。 

 それと、整備の手法です。先ほど言った、公営住宅にするとすれば、借り上げというほかに買い

取りという方法も実はあります。そのほかに民間の戸建住宅との需給調整をするですとか、いろい

ろな方法を考えて長い目で見たときのコストがかからないような、あるいは人口減ですとかに対応

できるような柔軟な戸数設定をするということが肝要ではないかなというふうに実は考えておりま

す。そういう意味でも、手直しすれば使えるものであれば、極力手直しをして、超寿命化させて使

っていくようなことを第一義に考えていきたいなというふうに考えております。 

 あと、駐車場の件ですけども、実は町内の公営住宅で駐車場料金条例も定めていますが、いただ

いているところございます。それは整備と同時に舗装できちんとした規格で駐車場を整備したとこ

ろについては毎月 1,500 円いただいておりますけども、そのほかのところは、実は１円もいただい

ておりません。一方、どういう問題が起こっているかというと、美園の４階のところに関してだけ

いうと、ご指摘のとおり、駐車違反と言っていいのかわかりませんが路上駐車がものすごく多いの

です。それは今の時期、除雪でも非常に問題になって、僕ら、現実的に困っている状況であります。

そして、それも責めることはできないのですけど、あそこには 240 戸の建物に対して 232 の駐車ス

ペースしか用意されていないのです。ですから、今、平均、これからアンケートも取りたいと思っ

ていますけども、１軒当たり 1.49 台ぐらいというような平均を出しているところもありますので、

そういう意味ではやっぱり足りないのだと思います。そういうことで少し整備をきちんとして、な

るべく路駐少なくなるようにということもありますし、実は無料でお貸しはしているのですけども、

砂利を入れたりというお金が、年によって若干違いますけども、多いときだとやっぱり20 万円ぐら

い砂利代だけでかかるケースなんかも実はあるのです。そういうことから、簡易な舗装をして駐車

される方も快適に止められるということもありますし、私たちとしても毎年かかる維持管理費も減

少させられるということも含めてちょっと考えていきたいと思います。それで得た収入で、実は記

憶にあるかと思いますけど、あの辺の道路フェンスですとかも非常にさびて、ひどいところが出て

きたりしています。そういうところも含めて修繕をしていく財源にも充てていきたいなというふう

に考えて提案させていただきたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。港の議論、これ以上やるかどうかはまた別なのだけ

ど。ただ、要するに、重要港湾にするという運動をするためには、町民との一定の合意というか、

そういうものが私、運動体をつくるとしたら、議会と町だけやるわけにはいかない。連合町内会か

ら何から。本当に実現させるとしたら。北海道で一回も実現していないのだから。それをやるとし

たら、やっぱり本当に町民ぐるみの運動にしなければだめだと思います。そうすると、どうなるか
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というと、今、２億数千万円、町のお金も出しています。その経済効果はこうありますというよう

なものも含めて、町民が、全部とは言わないけども、一定の納得を勝ち取れるまでの情報公開含め

た情報提示、相手が納得できる。ただ、知らせればいいとかそういうものではなくて、運動体がつ

くられるぐらいのそういうものが必要だと思うのです。 

 もう一つはやっぱり、確かにもう走っていますから、いくら言ってもだめだと言わないけど、正

論は正論としてやっぱりあるわけですよ。それはやっぱり重要港湾にしてくれということと同時に、

国や道が責任を負うべきものを白老町が責任を負わなければ、それは、最終的には恩恵が白老町に

戻るというような理論なのかもしれませんけれども、少なくても町民の税金から港をつくるために

毎年、現段階では２億数千万出ているということは事実なわけですから。それが白老町の将来展望

とどう一致していくのかというあたりは、町民の皆さんに理解してもらわないと運動体もできない

と思うのです、僕は。だから、今の状況で走っているから、うちの会派の代表質問でも走っている

のを全部とめるというわけにはいかないというような質問をしているというのは、そういうことも

あってしているのですけれど。そういうことをきちんと町民に知らせる。国にもやっぱり、走りな

がら、しかし、言っていくと。そういうことがもっともっと強力に起きなければ、住民全体の運動

を組織するというのは甚だ難しいと私は思うのです。町民の中にはそういうふうに思っていない人

も結構いらっしゃると。それは、そういう将来展望を見極められない。議会で私がこうやって言っ

ているということは、町民の皆さん、もっともっと情報がないわけですから、そうならざるを得な

いのですけど。そういうことをこちらがどれだけ理解して、そこを押せるか。町民全体の運動につ

くれるかということにもし、なっていくとしたら、そこの部分が僕、ものすごく強化しなければだ

めだと思うのだけど、どうですか。 

○副委員長（近藤守君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  住民の合意形成という部分だと思うのですが、その前段はまず、議会と

きちんと議論をして、その議会と行政との議論を町民がまず聞いていただいていると。それと、毎

年、町政懇談会なり、そういう公の場をまた設けているわけです。ですから、それ以外にそれぞれ

広報等でも毎年こういう事業をやっていると。昔から比べるとかなりあからさまにすべての情報を

私は開示していると思っています。それで、合意形成については、まず、議会のほうときちんと議

論されて、第３商港区ももうスタートして３年たちますので、私はある程度の合意形成はできてい

るのかなと、実は思っております。その間、実はいろいろな議論、町民からも来ました。工事費だ

けでとらえて、例えば何で 20 億円もかけるのだと。いやいや、20 億円ではないよと。要するにこ

れは負担金であって、全体の 20 億円なのですけど、真水で払っているのは多いときで２億４、5,000

万円。大体２億円前後ですと。過去も全部調べたのですが、５億円の負担をしているときに７億円

ぐらい入ってきた時期もあるのです、逆に。逆ザヤで負担した以上にです。これは、内需拡大の時

期だと思うのですが、日米の構造協議ですね。そういう時期もあったことはあったのです。ですか

ら、トータル的に港をつくるというのは、経済活動のために実はつくるのです。物流活動。そして、

港をつくっているときも、実は経済活動なのです。ですから、当時、第２商港区までケーソンを全

部室蘭でつくっていました。第３商港区になってから私ですから、室蘭でつくっていたケーソンを
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全部こちらに持ってきたのです。それによって、また何億円という生コン屋さん、砂利屋さん、作

業員も全部地元ですから、トータル的な経済活動、そして、そこで今、生んでいる税収、将来生む

であろう税収、そして、雇用、トータル的に考えてすると、やはり第３商港区は進めるべきだとい

う結論なのです。ただ、つぶさに町民に対して全部説明するというのはなかなか難しいので、やは

り、うちから発信するものはどんどん発信すると。そして、逆にこういう機会も設けますよという

ときにどんどん質問していただくということで、今以上の合意形成のための何か作業というのは、

僕は必要ないのかなと思っています。今は結構、町民からもいろいろな問い合わせとかが来て、そ

ういう対応もしていますので。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。私が述べているのは、一般的な合意形成ということ

を言っているのではないのです。今、重要港湾に昇格させることが最大の白老町としての財政負担

を軽減するための手立てだという議論なのです。それを実現するのは、今の議論の中でも明らかに

かなり大変だと。これは、普通の運動、普通のやり方ではいかないと。それは、町と議会が道や国

に働きかけるだけでは無理だろうと、私は思うのです。そのときに本当に町民と一丸になれるかど

うかというあたりが鍵ではないかと、こういうふうに私は申し述べているわけです。それで、その

ときに本当に今までの財政活動が身の丈に合っていたのかどうか、今の状況が身の丈に合っている

のかどうかということを町民にわかってもらわないと運動にならないのではないかと。ということ

は、このままずっと、もちろん起債がなくなれば別で、港湾の関係だって多分３億円ちょっと借り

て、３億円 4,000 万円ぐらい借りて、６億何千万円ぐらい返していますから、倍ぐらいずつ返して

いきますから。ですから、それはずっと未来永劫続くことではないのですけれども、少なくとも今

の真水で出ている２億数千万円というのは、白老町の財源にとっては極めて大きなものだと。例え

ば、福祉を進める、何を進める、教育を進める、進めていないという意味ではなくて、そういうも

のに対しても大きな影響を与えていることは事実だと。そうだとしたならば、重要港湾が今、最大

の我々が解決できる手立てだとしたら、私は町と行政と議会だけでは、これは運動としては成就し

ていかないのではないかと。ですから、町民の皆さんとの合意形成というのは、普通の作業や普通

の物事の合意形成とは違って、まさに白老を救うかどうかというのはそういうところにかかってい

るのではないかと。そこにやっぱり精力を傾注すべきではないかという意見なのですけど。本当は

ちょっと駐車場の話をしたかったのですけど、やめます。 

○副委員長（近藤守君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  行政と議会が一緒というのは、これはまず最初の段階で絶対必要なこと

です。町民を巻き込む合意形成というのはタイミングがあると思うのです。ただ、そういう機運を

盛り上げるという部分でも絶対必要です。ただ、そこまでいくには、町民巻き込んでいきますと、

例えば陳情案でも組んでいく。それも確かに絶対、最終的には必要なのですが、そこに至るまでの

いろいろ戦略的なものも実はあるわけです。簡単に言いますと、今回の二次補正もそうなのですが、

どこのまちも同じことを出しているわけなのです。まち集まったものを全部合わせたら、国で要し

た何倍のお金が必要なのです。それには、いろいろこちらの策もあるだろうし、過去の国とのいろ
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いろ、道とかそういうところとの、またいろいろな実績だとか、そういうものもあるのです。それ

以外にもありますけども。そういう戦略的手法がやはりありますので、最終的には町民巻き込んで

大きなうねりの中でやることが必要だと思っています。ただ、前段は、まず、議会と町側、そして、

そこにいろいろな戦略的なもの。それはこういう方法もあるよというのは我々わかりませんから、

国がこういうところを突っついたら早く進むとか、うまくいくというのもあるのです。それで、先

ほど同僚委員にも言ったのですが、うちの港を重要港湾にするということは、どこか１つおりても

らわなければならない。そういう、また、抵抗があるのです。ですから、余り最初から花火上げて

しまうと、抵抗がもっと大きな抵抗になってくるのです。そういう実は、戦略的なものがあるので

す。相手がある話ですから。ただ、国に私が行って聞いたときは、何回も行っているのですが、も

うやっているというのです、そういう作業を本州のほうで。ですから、片一方は重要港湾から地方

港湾に落ちて、地方港湾から重要港湾になった港がありますと。ただ、そこにはいろいろな政治的

なものもあるやに実は聞いています。ですから、難しい部分があると。まずは、議会と町側が一体

となってやることが一番いいのではないかと。そして、タイミングを見計らって１つの大きなうね

りでやる戦略が一番いいのかなと思っています。 

 あと、企業を盛り上げるために看板、先ほど言っていましたけど、看板というもの結構これ、看

板立てるだけですから、町民の目にまず、頭の中に入れてもらうと。動く前に意識してもらうとい

うことでは必要かなと実は思っています。いずれにしても本格的に戦略は練りたいと思っています

のでご理解いただきたいと思います。よろしいですか。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ありませんか。14 番、氏家裕治委員。 

○１４番（氏家裕治君）  14 番、氏家です。私も一つ、代表質問の中で取り上げた住宅マスター

プランについて、ちょっと何点かだけお伺いしたいなと思います。今回、予算には住宅マスタープ

ラン及び公営住宅のストック総合活用計画の策定事業として載せられている予算が 13 万 1,000 円。

この住宅マスタープラン及び公営住宅のストック総合決用計画、これがつくられたときには数百万

円の委託料といいますか、委託してつくっていただいたという経緯があったように思われます。今

回それをもとに、いろいろな町民からの意見、いろいろなアンケート調査、そういったものに基づ

いて新たな会計という形の中で取り組まれるという話も聞いております。それで、私が聞きたいの

は、今回このマスタープラン、または、ストック計画、これが総合計画の中でのどういった位置づ

けになっていくのか。 

 それから、今回できた財政改革プランはあと８年、この計画は今年度改定されて５年ぐらいの計

画になるのですよね。その中のどこまでといいますか、どういった形にこのマスタープランをして

いこうという考え方をしているのか。僕はこの 13 万 1,000 円という予算がどうしても気になるので

す。本来であれば、先回、代表質問の中でお伺いした、例えば、いろいろな各自治体で取り組まれ

ている、町長の答弁にもありました、街なか居住だとか、それから、駅周辺といいますか、中心市

街地というか、商店街をどういった活性化をさせていくかという、そういった観点に立った住宅プ

ラン、これは白老町においては、白老町の駅周辺だけでは、先ほど同僚委員も言った、駅の北側の

開発だけではなくて、萩野、それから、北吉原、それから、竹浦、虎杖浜、いろいろな部分でそう
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いった街なか計画というのはあると思うのです。それは、白老でいえば、僕はこの駅周辺だと思い

ます。萩野もそうかなと。でも、竹浦、虎杖浜にとっては、やはり学校周辺だとか、商店街周辺、

その場所、場所によって違うと思うのですけども、そういったものを今回のプログラムの改定に盛

り込んでいく場合に、やっぱりいろいろな地域の、実際にやっている現状だとか、やってみた効果

や何かをしっかり把握した中で盛り込まなければ、何のために今回、このプログラムのように取り

組むのかなというのが私はなかなか見えづらいような気がしてならないのです。ですから、その辺

についての整合性について、ちょっとお伺いしておきたいなと思います。 

○副委員長（近藤守君）  星建設課長。 

○建設課長（星貢君）  総合計画と財政の計画とは、見直しのタイミングもありますので、その

中で整合を取るようなことは前提にまず考えたいとは思っています。 

 あと、改定費用の関係ですけども、こういう財政状況でありますから、このぐらいの金額をつけ

ていただいて、私は妥当かなと正直思っているところです。それはなぜかと言いますと、今、ご指

摘のとおり、いろいろな課題ですとかがあるのは承知しています。ですけども、ほとんどがホーム

ページですとかでかなりのものは情報を取ることができますし、もう既に、立派な計画をつくられ

ているところなんかについては、インターネットで相当の資料公開をしております。今後、長寿命

化計画がさらに包含するような形でつくれという指示も先週、文書で正式に来ました。それについ

ても、国、道から相当な情報提供を受けることは可能だと思っています。これはいい制度だなと思

われるようなところについても、もう電話なりで担当者からいろいろな情報をいただいたりしてい

ます。ですから、これからもそういうふうに、今ある情報網を使っていろいろな情報は取れるかと

思います。その中で、ここで旅費で７万円ほど計上させていただいておりますけども、それは本当

に若い技師の人たちが実物をやっぱり見るということも必要だと思います。これは、きれいな建物

を見るというよりかは、仕組みをきちんと理解するために行ってきてほしいと思うから、この７万

円ぐらいのお金をつけていただいていますが、道内ですから、道内でも進んだところがたくさんあ

りますので十分足りる金額かなと思っております。どちらにしても委託ではないから計画の質だと

か、実現性が落ちるというようなことは当然ないように職員と一緒に懸命にやりたいと考えており

ます。 

○副委員長（近藤守君）  高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠章君）  総合計画との関連のご質問でありましたので私のほうからその辺

についてお答えいたします。今は総合計画、基本構想平成 23 年まであると。実行計画も 20 年度を

初年度として４年間の23 年度までという中で、今、建設課のほうで住宅マスタープラン、公営住宅

ストック総合活用計画の見直し、これは現実的に、これがきちんとした計画として動き出すという

ことになりますと、おそらく23 年度までの間には動かないと思うのです。それで、基本的には公営

住宅ストック総合活用計画、これにつきましては簡単に申しますと、次の団地、どこを一番最初に

やるのだと。総体的に個人の持つ戸建住宅、それから、賃貸住宅、それから、給与住宅、いわゆる

社宅です、これと公営住宅のバランスを町内全体で見たらどうなのだといったことの位置づけの中

で、公営住宅を最終的に何戸、町としては持たなくてはいけないのかということを考察する計画。
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そして、次に一番最初にどこをやるのだと、どこの団地をやるのだという、そこの部分なのです。

その２つが一番重要な計画になります。そうやって考えますと、次、どこをやるのだといったとき

に、実際手掛けるための基本計画というものが必要になってくる。それに大体2,000 万円とか 3,000

万円くらいかかるのです。値切って 2,000 万円以下になるかならないかと、そういう大きな費用が

かかります。そういったことを勘案しますと、恐らく平成23 年度までの間にそういったことが根を

出せるか、出せないかというような瀬戸際になってくるとは思います。ですから、その辺、財政改

革プログラムとのにらみながら、基本計画並びに基本設計をその計画内に立てられるような状況で

あれば、雇用と住宅政策というのは大変大きな、まちづくりのための大きな計画ですから、その中

で取り込めるような経済情勢になれば、その段階でそういう基本設計、基本計画まで踏み込めれば

幸いかなと思っておりますが、今そういう状況だということでご理解いただきたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  14 番、氏家裕治委員。 

○１４番（氏家裕治君）  14 番、氏家です。私は今、星課長のほうからいただいた答弁、確かに

少ない予算の中で最大の効果を生み出せれば、一番それにこしたことはないわけです。今の財政状

況からいって。確かに星課長いうように、今、情報時代ですから、インターネットだとか、まして

や、そういった自治体との情報交換、そういったものは十分できるでしょう。ただ、７万円ほどの

そういった旅費もみているという話もしていましたけど、やっぱりその場所に行って、現地の実際

住んでいる方々の話も聞ければ一番いいのでしょうけども、そういったものがやっぱり一番の実感

としてわく、まちというものではないのかなと私は思うのです。ですから、最近は本当に財政が苦

しい中、議会もいろいろな例えば視察なんか抑えている部分もありますけども、実際、今、経営企

画課長のほうからもお話があったとおり、このマスタープランが、例えば、これからの３年後を目

指すといいますか、総合計画の中でそういった基本計画まで持っていくことが一つの念頭に置いた

マスタープランにしていくのだよという話であれば、それだけ大事なものなのです、はっきり言っ

たら。ですから、課長が頑張るというのは僕もわかりますし、職員一丸となってやるというのはわ

かります。ただ、そういった部分は、本当に今、少ない人数でやらなければいけないという時代で

すから、その辺は本当にそういった大事な計画のために今回のこのマスタープランというものを作

成していかなければいけないということをやっぱり念頭に置いてもらわなければいけないなとそう

いうふうに思います。それがやっぱり一番、これからの白老町のまちづくり、町民に夢を与えるま

ちづくりにつながっていくのではないのかなと思いますので、その辺については今、星課長の答弁、

それから、高畠課長の答弁の中で理解いたしました。 

 そして、１点だけ。町長、先ほど、雇用促進住宅を早く買ったほうがいいのではないかと自分で

は思っているという話をされていましたけど、確かに今の流れでいくと、1,500 円とか、１万円ぐ

らいで売ったものが半年もたたないうちに 6,000 万円とか、１億円ぐらいのお金でもって転売され

ているような話を聞くと、段々、今、厳しい状況になってくるのではないかと、僕もそういうふう

に思うのですけども。ただ、各自治体は、白老町だけでなくて、本当に今、厳しい財政運営を強い

られています。そういったものも国がやっぱり認めながら、行政に渡すのであれば、ある程度の金

額でいいのではないかというそういった方向性を示していくような流れも僕は出てきそうな気がす
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るのです。というのは、今の財政が大変な中での地方交付税ですか、そういったもののあり方だと

か、そういった流れを見ていると、一般の企業に渡すのであれば、そういった厳しい規制も与えな

ければいけないけども、行政というか、自治体に渡すのであれば、ある程度緩和していくという考

え方も僕は一般常識というか、一般的な考え方から持てば、大事に使ってもらいたいということで

あれば、そういう考え方も出てくるような気がします。ですから、その辺はそういった時代を、町

長は見ていらっしゃると思いますけども、早期に買うか、買わないかということは、しっかりその

辺を見極めてお願いしたいなと。先ほど、課長の答弁からもあったように、ランニングコストだと

か、それから、今後かかる解体費だとか、いろいろなものを考えるときに、やっぱりそういったも

のを精査して考えて、今、白老町、これだけ財政が大変な中ですから、考えていっていただきたい

なと。その１点だけちょっと。 

○副委員長（近藤守君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  私は、厚生年金保養ホームの関係で、実は厚労省とか社会保険庁に何度

か行って、かなり折衝した経緯があります。それで、国のスタンスはどうかと言ったら、与野党一

致しているのは、あれは国のお金で建てているわけです。ですから、１円でも多く買ってくれると

ころに売れというのが、今の国の方針です。ですから、今回も郵政関係でもめているのは、あれは

やり方が正しいかどうかはわからないです。一括して売ったというのが形態なのですけど、今朝ほ

どもやっていました。１万円で買ったところが 6,000 万円で売れたとか、そういうのは国というの

は非常に嫌がるわけなので、これからそういう風潮がもっと高まっていくのではないかなと。それ

であれば、買ってから言われる部分は我々、もう、町民のためですから１円でも安いほうがいいの

ですけど、これから安くならないということが明確であれば早く買うのも一つの手かなと。いずれ

にしても、早い時期に見極めたいと思っています。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ありませんか。３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君）  ３番、西田でございます。241 ページの海岸保全施設管理経費、５万6,000

円。これしかないのですけれども、前に港の関係で海岸保全ということで、確か星課長のほうから

人工リーフの整備をするという話を12 月の議会の一般質問したときに、そういう方向性でというお

話、ご答弁いただいたと思うのです。白老地区の場合、直轄海岸整備で、竹浦地区は補助海岸整備

促進の即完成。そして、虎杖浜海岸の整備と関係機関を強く要望するというようなご答弁をいただ

いたと思うのです。港湾課長かどちらか忘れてしまったので、済みませんけれども。ただ、最近の

報道で鉄鋼スラグを使って磯やけなんかを防止していると、日本海側で随分あるのですよ。その前

は確か、イカのごろを捨てて、道のほうが裁判やったりなんかしていましたよね、乙部町のほうで。

私、今回、質問させていただくのは、白老沖というのはやはり海の交差点といわれるだけあって非

常に魚の種類が多いところだと聞いていますし、今も港の工事やっていますし、これからも海岸保

全ということでいろいろな人工リーフとかをつくってもらえるのであれば、昆布が成長するような、

そういうようなものを、白老町がお金出すわけではないので、国なり、道なり、やってくださるの

ですから。そういうことはお考えはありますでしょうか。その辺ちょっと聞いてみたいなと思いま

して。 
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○副委員長（近藤守君）  岩崎水産港湾課長。 

○水産港湾課長（岩崎勉君）  お答えします。まず、第１点の海岸保全施設管理費での５万6,000

円という形なのですけども、これにつきましては、港湾区域内の海岸保全区域の部分でございます。

それにつきましては、もう以前にも海岸保全終了していまして、あとはただ状況確認とか、何かあ

ったときのための予算という形で５万 6,000 円計上させていただいているという形でご理解願いた

いと思います。 

 あと、ほかの人工リーフとかの関係でございますけども、これにつきましては、今、直轄さんと

北海道さんのほうで、言ったとおり、ここの前の海岸とか、あと、竹浦地区をやっていただいてい

ます。その中でスラグを使って昆布とかという話があるのですけども、それにつきましては、今、

人工リーフとかの中で海藻をつく方法とかを研究しながらやっていただいております。ハタハタの

卵を産卵できるような海藻がつかないかとか、そういう研究をやりながら人工リーフの整備をやっ

ていただいているという形でご理解願いたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ありませんか。それでは、暫時、休憩に入ります。 

休  憩   午後 １時５９分 

                                           

再  開   午後 ２時１４分 

○副委員長（近藤守君）  休憩前に引き続き、会議に入ります。 

 ９款、消防費に入ります。区切り 14 番。252 ページから 263 ページまでの消防費全般について、

質疑のある方はどうぞ。10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。１年ちょっと前ですか、消防広域化の問題が大分取

り上げられましたけれども、今、どのような状況になっているのかということと、先に言っておき

ますけど、消防というのは市町村に権限がある自治事務だというふうに認識しています。もちろん、

町の消防もそういう認識をしていると思うのですけれども、そういう視点からいくと、上からの指

導で動くのではなく、私は消防というのは市町村独自の自治事務という視点で動くべきだろうとい

うふうに思うわけですけれども、そこら辺あたりの今の状況を教えてください。 

○副委員長（近藤守君）  前田消防長。 

○消防長（前田登志和君）  消防の広域化につきまして、状況とその進め方といいますか、国の

指示によるものなのかどうかというふうなことでございます。基本的には、委員おっしゃられます

ように、自治体の責任において消防は運営していくことになっておりますので、あくまでも各自治

体の考え方といいますか、方針によって決めていくべきでございます。これは今、平成24 年をめど

に広域をするかどうかという協議を行っております。一応の目安としまして、北海道で示した部分

では、白老町と苫小牧と胆振東部のまちということで広域化を組んではどのようなものか協議しな

さいということで、昨年からことしにかけまして苫小牧において、３から４回、これは消防だけで

はなくて各市とまちの企画担当の幹部の方も一緒に含めて進めております。ただ、現状としまして

はまだ進めたばかりで、広域消防にもいろいろな方法がございまして、委託方式ですとか、一部事

務組合、また、組合とかというような方式、それのメリット、デメリットなどを検証して、そして、
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これからやっていくという今そういうような状況、段階にあります。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。広域化に対する市町村長、副市町村長に対する意見

が求められていると思うのですけれども、白老町としては回答を出されたかどうかということと、

この中身の中では町村長でも、この東胆振圏では、より広くが１つと、素案外が１つというような

ことで結果出ているのですよ。ほかのところではかなり独自でやりたいというような意見もかなり

あるところもございますけれども、差しさわりなかったら、うちのまちはどのような考え方で回答

を出したのですか。 

○副委員長（近藤守君）  前田消防長。 

○消防長（前田登志和君）  白老町におきましてもある一定の、まだちょっと具体的な話までい

っていませんので。どのような考え方でございますけれども、うちのほうの考え方としましては、

まったく反対ではないと。ただ、やり方によりまして、いろいろ費用対効果ですとか、今後の消防

体制の運営において、それがメリットがあるということであれば進めなければならないというふう

な考え方で、まだ具体的ではないのですけども、このような意見を申しております。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。大体その範囲だと思うのです。ただ、言っているの

は要するにスケールメリットがあるというようなことだとか、資機材の充足率がふえるだとか、同

じ量でも一緒になる町村によって何もしなくても上がると。無いところは上がるから、必ず。うち

のない資機材がどこか合併するところにあれば、うちだって上がるということになるでしょう。ゼ

ロにはならないわけだから。そういう現実問題として見たら、データでいうと白老は、人員の充足

率はかなり大変な状況ですよね。だけど、町民から見るとすごく近いところに消防があるというふ

うに見られるわけです。ですから、自治事務だということでいえば、白老町が独自の判断を出せる

と。我々は大きくなることによってどれだけのメリットがあるかというと、東部はわかりませんけ

ど、こちらはここから向こうになってしまうわけだから、そういうことでいえば、そういう点は十

分考慮して、この消防広域化というのは考えなくてはいけないし、これは 21 なのだけど、道が医療

圏でやっているのは30 ですよね。同じような形で進んでいるというふうに見える部分もないわけで

はないと。そういうことでいえば、やっぱり自治事務という本旨をきちんと考えて、そこは対処し

ていくべきだろうと思うのだけれども、そこら辺はどんなものですか。消防長の考えと理事者の考

えもちょっとほしいなと思います。 

○副委員長（近藤守君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  スケールメリットというお話なのですが、実際、例えば勤務体系も違い

ます。今現在で苫小牧の勤務体系に合わせて、うちはちょっと大変なのかもしれないですけど、大

体６人から７人ぐらいの人が足りなくなるのです、勤務体系でいくと。うちは消防長も泊まってい

ますから、時々。それで、多分大渕委員が言われるのは、広域もあったのですけど、並行してデジ

タル化の話も実は来ているのです。デジタル化をやると、うちが大体３億円かかるのです。その負

担がどういうふうになるかということで、この前も道のほうから説明きたのですけど、我々は一銭
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も出さないと。今のままで十分対応できるのだから、我々は一円も出す気ありませんというような

ことは、町村会で固まって実は言ったのです、説明会に来たときに。ただ、うちはいいのですけど、

例えば胆振の東部が 16 億円、４つで 16 億円ですから全然話にならないのです。それで、そのメリ

ットがどうしても我々ちょっと見出せないという部分、現状でいいのではないかと。それでは、広

域でやって、どんなメリットがあるかといったら、消防長１人でいいので、そのくらいかなと。た

だ、こちらには責任者置かなければならないので、どうもその辺がかなり今は進んでいないという

か、とまっているような状況です。かなり自治体の抵抗は強いと。ただ、一方では、これは確かな

情報ではないのですが、逆に広域化をやったところについては、逆にデジタル化も支援しますとい

いますか、補助もあるのですと。それは関係ないというようなことは国で言っていましたので、今

のところはいろいろな情報が入ってくるのですけど、胆振の町村会の姿勢としては、このデジタル

化に関しては一切負担するつもりはないと。寝耳に水で来たような話ですから、そういう考え方で

一致しているという状況です。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ありませんか。３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君）  255 ページの救急活動経費のところでお伺いしたいのですけど。この経

費には直接関係ないのですけれども、やはり高齢化になりまして、どうしても救急車を呼ぶ回数が

年々ふえてくるのではないかなと思ってはいるのですけども、反対にそれによりまして、病院の救

急体制、そういうものが大変で、なかなか今度、お医者さんが勤務医になるのを嫌がって自分たち

で開業してしまうとか、医師不足の問題とかいっぱいありますけれども、実際に救急活動をされて、

白老町内でよくいわれるようなコンビニ受診みたいな、また、タクシー代わりで救急車を使うよう

なそういうような状況というのはありますでしょうか。どのようにとらえていらっしゃいますでし

ょうか。 

○副委員長（近藤守君）  前田消防長。 

○消防長（前田登志和君）  やはり、コンビニ受診というような言葉が今、流行しておりますけ

れども、そういうような部分でここ２、３年の部分では、逆にそういうような部分が減少してきた

かなという傾向もあります。ただ、白老町の場合、総じて申し上げましたら、何人かはいわゆる常

連さんといいますか、何て言ったらいいのでしょうか、そういうふうな方がいます。でも、総じて

言えば、比較的紳士的といいますか、そういうふうにとらえております。 

○副委員長（近藤守君）  丸山病院事務長。 

○病院事務長(丸山伸也君）  町立病院のほうも消防長と同じような見解でございまして、基本的

には俗にいるコンビニ受診の方が非常に多くて困っているという状況にはありません。 

 それと、19 年頃から預かり金をいただくようになりまして、夜中に救急車を使って、薬をもらっ

て、払わないで帰ると、こういう方が結構いたのですけれども、そういう方もほとんどいなくなっ

たというふうな状況になっています。今現状では、コンビニ受診という形では、そんなに苦慮はし

ていないというような状況でございます。 

○副委員長（近藤守君）  ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君）  消防長のほうで常連さんが何人かいらっしゃるというふうには言ってい
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ましたけども、おおむね白老町民はきちんとした形の中で救急車を利用しているというふうに理解

していいと思うのですけども。私、やはり救急車を使うというのは、呼ぶほうにしてみたら一刻を

争うというのですか、そういう人たちも結構多いわけなのです。そういう中で高齢化してくるまち

としては、その辺をもうちょっとアピールするというのですか、本当に必要に呼べばいいのに、反

対に今度、年とってくると遠慮してしまって呼ばないのです。その辺が非常に私もちょっと困って

いるのですけど、わが家の親もそうだったのですけど。救急車を呼ぼうと言ったら、いいというの

です。タクシー乗せて行ってくれとか、お前が連れて行ってくれとかで、いや、そんな問題ではな

いのだけどと言ってもしない。だから、反対にお年寄りの人たちがもっと、こういうときは必要だ

から、そのために救急車があるのだからと呼べるような形になってほしいなと思いますので、本当

にきちんとしたＰＲをもうちょっとしていただきたい。私もまた町民の皆さん方に、やはりそのた

めに救急車があるのだというふうにＰＲしていきたいと思いますので、その辺一つよろしくお願い

したいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  前田消防長。 

○消防長（前田登志和君）  確かにおっしゃられますように、今はどちらかと言いましたら、タ

クシー代わりの救急車の利用はやめましょうですとか、コンビニ受診、これにつきましてはお医者

さんの関係も、コンビニ受診によってすごく大変だということで問題になっておりまして、それが

各患者さんが考えられて、今そういうふうにしないように自助努力といいますか、していると思っ

て、そういうふうになってきておりますけども、そういうものが進みすぎて、逆に本当に必要なの

に呼べないとか、そうなったら、また困りますので。そういうような部分では、今、うちのほうで

も救急講習等をいろいろ多くやっておりますので、そういうようなときにもお話をさせてもらいた

いなと考えております。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ありませんか。 

 それでは、次に入ります。10 款、教育費に入ります。区切り15 番。264 ページ、１項教育総務費、

１目教育委員会会費から、279 ページ、２項小学校費、２目教育振興費まで。質疑あります方はど

うぞ。９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君）  斎藤です。２点にわたって、お聞きしたいと思うのですが。271 ページ

の特別支援教育支援員の配置について。それから、277 ページの臨時学校司書配置について。２つ、

お伺いします。 

 まず、１つ目。特別支援教育の支援員。今回、４人配置されるというふうに伺いました。その配

置される学校、それから、業務内容と勤務時間の問題、そのあたりを伺います。 

 それから、臨時学校司書のことにつきましては、以前、学校図書にかかわってきた人たちが何人

かいまして、それが任期切れになって現在１人になっているのではなかったと。２人いるのですか。

この臨時職員の配置ということで人数はどういうことになって、全体をどういうふうに見回してい

くのかわかりませんが、その配置校はどこへ、そして、臨時の期間というのはどのくらいなのか。

まず、教えてください。 

○副委員長（近藤守君）  本間学校教育課長。 
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○学校教育課長（本間勝治君）  ２点にわたってのご質問でございます。まず、217 ページの特

別支援教育支援員配置事業でございます。この事業につきましては、斎藤委員もご存知のとおり、

平成 19 年に特別支援教育が本格実施されたということに伴って、昨年、補正予算で２名の支援員を

配置してございます。それで、特別支援教育に要する児童生徒の数が増加しているということで、

ほぼ現状では各小中学校とも特別支援学級を持っている状況でございまして、また一方では、特別

支援を要する子が普通学級にいて教育を受けているというような状況もございます。そのようなこ

とで今回、特別支援を要する子どもがふえているというようなことで４名の増員を行うということ

で、その期間につきましては１年間というふうに考えてございます。 

 それと、277 ページの小学校教育振興一般経費の臨時学校司書のお話でしたかと思いますけども、

これにつきましては、昨年度夏、総務文教常任委員会所管事務調査の中で各委員さんに学校図書館

を視察していただきまして、非常にお褒めの言葉をいただいたところでございますが、これはご存

知のとおり、文科省の事業で実施してきたところでございます。この事業が今年度で終了するとい

うことで現在、残るのは嘱託職員の司書１名ということで、今の状況を悪化させないために、やっ

ぱり子どもたちの学力向上の一つとして読書活動というのは非常に重要だという我々の位置づけか

ら、１名臨時職員として配置して２名体制でいくと。ある程度学校図書館の状況が整備されてきた

と。それと維持するためにも、前の１名体制には戻せないというような判断から、１名の臨時職員

の配置というようなことで、これも１年間考えております。 

 配置先につきましては現在、まず、特別支援のほうについては、各学校の要望を聞き入れながら、

任用は１年間ですが、その４人の特別支援員につきましては、各学校の要望を聞きながら、例えば

の話ですけども、半年ごとに学校を交代するだとか、そういうようなことでの支援をしていきたい

と。 

 それと、学校図書館司書については、嘱託職員の２名体制でいきますが、小中で持ち分を決めて、

１年間満度に、そういう整備も含めてさらに充実していきたいというふうな考え方でございます。

以上です。 

○副委員長（近藤守君）  ９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君）  斎藤です。まず、支援員のほうなのですけれども、これは現在、普通学

級があり、そして、いわゆる特別支援学級があり、障がいを持つ子どもたちが分かれて、それぞれ

に生活をしている、そういう実態というのがあるのだろうと思います。それで、今回のものは普通

学級における支援というふうにとらえていいということですね。それで、今、話にもありましたけ

ども、いわゆる高度障がいを持つ子どもたちが年々ふえてきて、対応が相当に難しくなっていると

いう、そういう実態があって、国のほうもそれに何とか対応しなければならないと、こういうふう

な方向できていたはずなのですけれども。それでは、障がい学級、該当数というのはどのくらいあ

るのか。普通学級にいる障がいを持っている子どもたち、それから、支援学級にいる障がいを持つ

子どもたち、それぞれ支援を受けなければならないような実数というのは各学校に全部あるのか、

あるいは一部なのか。そのあたりの実態というのは、どういうふうにとらえればいいのか。今、そ

ういう子どもたちに対する支援というのはものすごく大事なのだろうというふうに思いますけども、
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その実態、数がわかれば、数を教えてほしいし、それから、支援に入ってくる人たちが、資格はど

んな資格を持ってくるのか。その辺がよく見えないのですが、そのあたりを教えてください。 

 それから、司書のほうはわかりました。司書のほうにつきましては、もう一つだけ聞いておきた

いのは、臨時に雇うという人は地元の司書の資格を持っている方というふうにとらえていいのかど

うなのか。前に私も視察に行きまして、学校図書が見事に立派に整理されているということでは感

銘を受けました。本当にやっぱり専門の司書がいなければならないのだということがつくづくわか

ったのですけれども、先生をやりながら司書教諭の免許を持っているだけではとても間に合わない。

やはり専門に図書館についている司書がいなければ、本当にそういう整理、そして、充実させてい

くということは難しいだろうというふうに思っては見てきました。その観点からいうと、本当に予

算上、１人ずつしか臨時に雇っていけないということなのですけども、やはり各学校全部回って歩

くということは大変な仕事だろうと思うのです。これから先々もそういうふうに学校司書を採用し

ながら、何とかこれを続けていくという方向で考えておられるのかどうなのか。そのあたりをお聞

かせください。 

○副委員長（近藤守君）  本間学校教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君）  まず、特別支援を要する子のお話ですけども、ちょっと全体の

お話をさせていただきますと、平成 20 年度で児童生徒数で 54 名ございます。ちなみに、平成 16

年度、５年前ですけども、児童生徒数で32 名ということで相当ふえているということでございます。 

 それと今、各学校においては特別支援学級と、いわゆる普通学級に入れないというような症状の

子が今現在ではすべての学校にそういう特別支援学級があると。 

 それと、特別支援員の資格につきましては、いわゆる保育士の資格を持っている人、または、そ

れ以上の例えば特別支援を経験した教職員というような位置づけになっておりますけども、最低限

として保育士の資格を持っている人ということで、いわゆる文字どおり支援員と。通常の普通学級

の中で、例えば小学校でいえば、担任の先生の支援をするということでの位置づけですから、そう

いう形での保育士の資格を持っている人以上というような形で、今、募集しているところですけど

も、なかなか、まだ決定していないのですが、応募は公募しているところでございます。何とか近

日中に新年度に向けて決定していきたいというふうに思っています。 

 それと、学校図書館司書の関係でございますけども、資格を持っている方かどうかということで

ございますけども、これも学校図書館司書の資格を持っている人ということで、ワークステーショ

ン等に応募をしておりました。それで、現在のところ、ワークステーションのほうでの応募はござ

いません。ただ、今まで任用していた人間を何とか、地元ですけども、活用していきたいというふ

うには考えていますけども、まだ最終的にはそういう手続きは近日中に行いたいというふうに考え

てございます。 

 それと、継続してということのお話もございましたけども、できれば、やはり今の学校図書館司

書の状況をさらに充実していきたいというのが我々の考え方でございますので、そういった意味か

らすれば、できれば財政状況が許せば、一般財源ですから、そういう意味では継続していきたいな

というふうには考えてございます。以上です。 
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○副委員長（近藤守君）  ９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君）  わかりました。支援員のほうなのですけども、今、人数的にもかなりふ

えているのだということがわかり、そして、全校全学級にそういう子どもたちがいるということは

大変だなというふうに思うのです。実態として、学級にそういう子が一人いると、本当に学級内の

統率がとれないというような、そういう事態がしょっちゅう起こりますし、それから、学習面にお

いても、やはりそばに誰かがついていなければ、担任一人いるだけではどうにもならないと。普通

学級であれば、担任だけではどうにもならないという部分というのがあって、そういうところへつ

いていなければならないという実態だろうというふうに推測するのです。とすれば、数にしても、

かなり必要数があるのではないかと。もちろん、お金のかかることで、全部充足するということは

不可能なのかもしれないけども。それで、国の予算、これは交付税で下りてくるのですか。今、一

般財源と言われましたけれども、それは学校図書館司書ですね。これもそうだろうというふうには

思いますが、本当にもっと充足できるような、要望に応えられるような、そういうお金というのが

生み出せないのか。国から来る交付税というのが、本当にこれでぎりぎりで、これしかどうにもな

らないのか。本当はもっともっと多くなければならないだろうというふうに思うわけですけども。

この辺で、これは仕方がない数字というふうにとらえていいのかどうなのか。希望としてはもっと

もっとふやさなければ、現状ではちょっと大変だろうなというふうには思ってはいるのですけども、

そのあたりを伺いたいと思います。 

 それから、司書関係でいえば、前にもいろいろ話をした中で、今、ワークステーションに応募が

なかったという話だったのですけども、地元の主婦の方で資格を持っている人も何人もいるのだと

いう話を聞いていたのです。そういう方々との話というのは、そういう人たちを掘り起こすという

ことはあるのか、ないのか。そのあたりを聞かせていただきたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  本間学校教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君）  特別支援教育支援員につきましても交付税の措置というご質問

でございますが、国が言っているのは、１校１名の地方財政措置を行っているということは言って

おります。ただ、本町も含めて、やはり交付税というのは、以前にも経営企画課長のほうからお話

しておりますけども、いわゆるまちづくりのための一般財源という形のものですから、その中で我々

としては必要最低限のものということで予算要求をして、各学校現場の要求を聞いて、こういう４

名体制ということで今回、予算を計上させていただいたところです。今のところ、各学校での要望

なんかにつきましても、４名がいれば、十分とはいえませんけども、ある程度回していけるのかな

ということで４名ということで計上させていただいたところです。 

 それと、学校図書館司書の関係でございますけども、地元にというお話がございましたが、我々

のほうも随分探しました。そういう公募、ワークステーションなんかも通じて公募しましたし、そ

れから、今いる学校図書館司書の情報もいろいろ聞いて、いないだろうかというようなことも、そ

ういう情報収集もいたしましたけども、結果論としては、町内にそういう学校図書館司書の資格を

持った人間がいないということで、今現在そういう資格を持った人は１名ということで我々のほう

では押さえているところでございます。以上です。 
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○副委員長（近藤守君）  白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君）  前段の特別支援のほうだけちょっと。考え方だけというお話がありま

したので。３問目で答えたとおりの今の実態になっています。それで、考え方は１問目で答えたと

おり、人員が増加傾向にあるというようなことなものですから、特別支援学級もそうですけれども、

普通のクラスに入っている子どもたちも、いわゆる増加傾向といいますか、そういうような状況に

あるものですから、考え方としては、学校とも十分協議した中で支援員の増員といいますか、適切

な人員の配置、これについては心がけていきたいというふうに思っています。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ございませんか。５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君）  ちょっと単純な質問をさせていただきたいと思います。313 ページ。こ

れはまだですか。済みません。 

○副委員長（近藤守君）  ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君）  それでは、277 ページの教育振興にかかわって、教育長の執行方針の関

係で、学力テストの関係でちょっと伺いたいと思います。きょう、答弁聞いたら、町長、積極的に

答弁していますので、教育長も差し支えなければ積極的にお願いします。 

 それで、教育長は執行方針の中で確かな学力の向上についてでありますということの中で、全国

の学力テスト結果を踏まえて、各学校で策定した学校改善プランの着実な実践を支援するとこう言

っています。それで、教育委員会のほうで、私、去年、おととし、初めての学力テストでどうする

のですかと一般質問したのですけども、結果公表しますということで教育委員会のホームページで

かなり紹介していますので非常にいいことだなと思います。しかし、この中でまず１点は、考察が

あって何点か検証していますよね。わかっていると思います、名前呼ばなくても。そこで最後には、

家庭、学校がそれぞれの役割を発揮してこそ、児童生徒の学力向上につながると考えられますとこ

う論調を結んでいるのです。しかし、それでは、教育委員会というのかな、教育関係として、どう

具体的にこの２年間取り組んできたのか。あるいは今後どう取り組むのかというものが入っていな

いのです。これは読んだ者、あるいは保護者にしても、それでは、教育委員会はどういう姿勢であ

るのかなと。この辺がちょっと不可解なのです。その辺がどういうふうになっているのか。 

 もう一つは、私は、今、言っているように、学力がすべてではないと思っていますけども、学力

が向上することが、白老の子どもたちが将来の夢の実現をどうするのか。そして、自分の将来の選

択をどうするかというためには一定の学力がなければいけないと思います。そのために、それでは、

今、話したように、学校プランの着実な実践を支援する。この支援するというのは、教育委員会で

は具体的にどういうふうな方法を考えているのか。そして、新年度予算に予算が計上されていれば、

どういう形で予算上で見えてくるのか。 

 それと、学校改善プランの着実点。これは多分、学校でそれぞれ出ていると思います。それで、

すべてではないですけども、どこかの学校の一例で、こういうことを現実にやっていますと、そう

いう取り組みを伺います。 

○副委員長（近藤守君）  本間学校教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君）  学力向上に対する具体的な方策といいますか、どういうことを
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やっているかというようなことでございますけども、例えば萩野中学校なんかにおいては萩野塾と

いうことで、夏休み、冬休み中の長期休業期間中に学力向上のための授業を行っているというよう

なこともございます。それと、これは以前からやっておりますけども、朝読書をはじめとする読書

活動の充実というようなことも含めてやっております。これは教育長のほうからのお話になるかと

思いますけども、今回、校長会とも相談して、学力向上検討委員会というものを設置して、いろい

ろ議論、協議させていただいております。そんなこともあって、やはり学校だけではなくて、学校

と家庭の連携ということで、いわゆる学校から子どもたちが自宅に帰ったときに家庭学習だとかそ

の辺の充実を含めて、学校と家庭との連携も必要だというようなことの話も出てきております。そ

ういったことを含めて今後、学力向上に向けて具体的に取り組んでいきたいというようなふうに考

えてございます。 

○副委員長（近藤守君）  白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君）  全体、課長が答えたとおりです。それで、ご質問のホームページで公

表している部分に総括的なお話がないというようなお話ありましたけども、あれは事実経過を公表

したというようなことで、いわゆる学校と家庭と行政が連携した中で今後は進んでいかないとだめ

だよというようなことで結ばせてもらいました。それの後に、今、課長言いましたとおり、校長会

と協議して、その中でいわゆる学力向上検討委員会という町部会をつくっていただきまして、校長

会のほうから、いわゆる取り組みの仕方について、ご提言をもらったと。その中では学校として取

り組むべきこと、あるいは家庭として取り組んでほしいこと、それと、教育行政としてやってほし

いこと、そういうような提言がございました。すべて新年度予算に反映はできませんけども、いわ

ゆる学校としては先ほど言いましたとおり、昨年もそうですけども、学校改善プランをつくった中

で具体的にどう取り組んでいくかというようなことでいえば、いわゆる傾向を見た中で正答率の低

い問題についての再学習、それから、当該学年の先生だけではなくて全教職員の課題として学力向

上に取り組むという意識づけ。それと、これは従前からやっていますけども、研修等をとおした教

員の資質向上。それと、家庭学習に対しては予習、復習、それと、宿題の出し方の工夫。総論とし

ても出ていますけども、家庭学習の習慣づけがされていないというようなことも出ていますので、

家庭についても学校だより等々をとおしまして、家庭学習の習慣づけといいますか、宿題、予習、

復習を含めて家庭学習をしてもらうというような周知の仕方。それと、先ほど言いましたけども、

朝読書はじめ、読書活動の充実等々をまず、できることとしてやっております。ただ、もう一つ、

教育行政としてやっていただきたいというようなことも何点かありましたが、実際、こちらのほう

は財源のかかることの部分が多いものですから、それと含めて、先ほどのご質問にありました、特

別教育の支援員、そちらのほうの人件費に充てたという部分で、提案された部分のいわゆる授業の

支援員の提案もあったのですけども、それはなかなかすぐには反映できないと。課題として押さえ

ていますので、今後の課題として教育委員会としても検討していこうかなというふうに思っていま

す。 

○副委員長（近藤守君）  ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君）  最近、室蘭市もかなり教育委員会として、教育行政のほうとして、非常
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に北海道、地域もそうですけど、学力低いということを認識した上で取り組みの方向性を打ち出し

ています。苫小牧はもうご承知のように秋田県に行って課題を整理して、今、教育長からお話あっ

たように、ただ学校がすべてやるのではなくて、教育行政がどうあるべきかという姿勢を出そうと

しています。今、検討されていると言っていますけども、その辺を学校校長会、今、言ったように、

学力向上委員会、それではなくて、教育委員会、白老町の教育行政として独自な学力向上を努める

ために、予算ある、ないは別として一つの姿勢として、やっぱり教育ですから目標がなければいけ

ないと思うのですけども、こういうことをやってほしいのだ、こういうことを目指してほしいのだ

と、それが必要だと思います。ということは、校長先生や先生方は長くても４、５年で白老からま

た異動していくのです。そうすれば、そのときの一過性の学力向上ではなくて、基本的に１つの目

標としてどうあるべきかというものがなければ追いついていけないのです。そういうものが私は、

こういう言い方をするとすぐおかしくなるからやさしく言うのだけど、そういう目標がないとやは

り保護者、今、教育長も言ったように地域、これが一体となって進んでいく道が見えない場合もあ

るのです。当然、大きな教育目標はあります、それは別です。今、言ったように学力向上のために

です。そういう形で他の教育行政もやっていますけど、教育委員会としてそういう姿勢にあるのか

どうか。そして、細かくなりますけど、私は、学力向上のために教員のＯＢや地域の人方を活用し

てＴＴに入ってもらうとか、そういうことをぜひやったらどうですかと。ボランティアか、有償ボ

ランテイィアになるか別としても、そういう部分の具体的もちょっと入ってきていないのです。だ

から、その辺を含めて、もっと大きな目標、あるいは個別にこう考えていると、そういうものをち

ょっと示していただきたいなと思います。 

○副委員長（近藤守君）  白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君）  前段で室蘭、それから、苫小牧等々の取り組みありました。室蘭は確

か、全国学力テストに合わせて独自のテストを行うと。学年別にしてやると。それから、苫小牧の

ほうでは秋田のほうに研修に行って、それを全市的に取り込めるものは入れましょうというような

ことで研修を行っているというようなことでございますけども、いずれにしてもそういう中で、い

わゆる教育委員会としての姿勢をというようなことはごもっとも、そのとおりだと思います。私も

こういきまして思うのは、やはり３年ないし、４年ぐらいで管理職の校長、教頭が代わると。それ

で、いろいろな地域から校長さんも来られるものですから、やはり情報も仕入れるということと合

わせて、せっかく地域の校長さんになられた方が他の地域に行かれるというのもまたちょっとさび

しいとは、進めたことが定着の前にどうなのかなというような思いはありますけども、いずれにし

ても白老町の教育委員会がこういうような方向性で教育を進めるのだというものを各学校に示して、

それに取り組んでいくと。それで、白老に来られたときには、いわゆる４月の発令のときには、教

育委員長あるいは教育長のほうから視察も行いますので、そういう中では白老町の教育の取り組み

方を示した中で各学校で取り組む、そういうような姿勢でいきたいと思います。 

 それから、前にお話ありました、いわゆるＯＢの教員を採用してというようなことがありました。

現実な問題を言いますと、ＯＢはいるのですけども、なかなか適任者といいますか、語弊があった

ら失礼ですけども、年齢的な問題等々がありまして、いわゆる中に入ってもらうというのは非常に
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教育委員会のほうでも教員のＯＢを雇用する場面はたくさんあるのですけども、なかなか適任者が

いないというようなこともありまして、それはちょっと今後のまた検討課題といいますか、そうい

うような方策も頭の中に入れた中で、先ほど言いました取り組みを私のほうでも検討していきたい

というふうに思っています。 

○副委員長（近藤守君）  ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君）  ぜひ、本年度中に具体化されて、来年の教育長の執行方針の中で反映さ

せて、子どもたちがどこのまちに行っても一定の学力で対応できると、できるような子どもをぜひ

やっぱり育ててほしいなと思います。 

 それと、そういう目標をつくっても、やはり学校の現場の校長先生がいかにそういうものが実行

できるか、あるいは校長先生の裁量で学校の中で自由に学校教育できるかという部分の教育委員会

の支援も大事だと思います。私、白老町の各学校の校長先生、語弊ありますけど、すべてといわな

いけども、かなり優秀な校長先生がいて、それなりの評価をされている学校経営をしている先生い

ますから、そういう校長先生方にはますます力をつけてもらって、いい学校をつくっていただきた

いなと思っていますし、当然、これから統廃合の問題出てきますから、それぞれの学校の質が上が

っていかないと、私もいろいろな統廃合の保護者の説明会に出ましたけど、それらしい意見も出て

いますので、ぜひ、今、言ったことを目指して、白老の教育を少しでも向上させていただきたいな

と思いますけどもいかがでしょうか。 

○副委員長（近藤守君）  白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君）  当然のことなのです。人事そのものは、道教委の人事ですけども、事

前に管内の教育長のほうにもある程度の打診はきますので、そういう中では、いわゆる一般論の話

にしますけども、優秀な教職員にこちらに来てもらうというようなことでは、道教委とも、局とも

交渉した中で対応していきたいというふうに思っています。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ありませんか。 

 それでは、次に進みます。区切り 16 番。278 ページ、３項中学校費、１目学校管理費から、293

ページ、５項社会教育費、１目社会教育総務費まで。質疑ある方はどうぞ。６番、本間広朗委員。 

○６番（本間広朗君）  ページ数は289 ページのみんなの基金事業。みんなの基金事業について、

ちょっとお伺いいたしたいと思います。20 年度、何団体、みんなの基金というのを利用したのか。

また、その金額、内容などがわかれば教えていただきたいと思います。 

 それと、この委員会についてもちょっと伺いたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君）  20 年度の利用の実績というご質問でございます。20 年度につき

ましては、200 万円の予算を計上しておりましたが、最終的には８団体、現在 138 万 2,000 円の予

定でございます。これは、いろいろな事業がされていまして、家庭及び青少年教育を行う団体につ

きましては、３分の２の補助金。また、まちづくり活動として、国際交流人材育成イベント等を行

う団体。これにつきましては、２分の１の補助金を出しております。この補助対象者８団体に対し

ましては、５月から既にいろいろと実施されておりまして、３月末の時点では 138 万 2,000 円にな
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る予定でございます。 

 また、委員会につきましては、現在７名で組織しております。望月委員長ほか６名ということで

合計７名になっております。１回分の予算しか見ていないわけなのですけれども、追加等があった

ときには、予算では計上していないですけれども、出てきていただいて、そして、審議していただ

いているということをとっております。以上でございます。 

○副委員長（近藤守君）  ６番、本間広朗委員。 

○６番（本間広朗君）  本間です。これは町内でたくさんの団体がおるかと思いますので、各団

体はいろいろ会場費などの捻出で大変苦労しているかと思うのです。それで、広報などでも告知し

ているのは見られるのですけど、今後それ以外にも、今、皆さん、各団体大変な時期だと思います

ので、何かそのほかに告知する方法とか、そういうものを何か考えているのかどうか伺いたいと思

います。 

○副委員長（近藤守君）  飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君）  広報でＰＲはさせていただいていますけれども、今後はそうい

う社会教育施設等にも、そういう部分でチラシ等を張るなりして、いろいろな形でＰＲしていきた

いとそのように思っております。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ございませんか。10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。285 ページ。要保護の状況なのですけど、これは小

中学校両方あるのですけど、昨年度の状況と、ことしはまだわからないと思うのだけれども、実態

がどういう状況なのか。そこら辺、どれぐらいまで内容を押さえているか。ここの金額が何ぼとか

ではなくて、例えば離婚の状況だとか、それから、働き口がないだとか、子どもだけの指導ではな

かなか大切な人もいらっしゃるやに聞いているのだけれども、要保護の中で、です。朝ごはんの問

題から、給食費、修学旅行全部ですから、そういうふうにも聞いているのですけれども、ここら辺、

子どもたちの支援だけで、行けない分は生保全体になるのだけれども、そこら辺どのようにこの状

況を押さえていますか。そして、ふえていく状況にあるかどうかというあたり含めて。 

○副委員長（近藤守君）  本間学校教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君）  まず、ふえていく状況かどうかということのお答えをさせてい

ただきたいと思いますけども、19 年度の数値で申し上げますと、全児童生徒に占める割合は要保護、

準用保護、20％という状況でございますが、現在のところ、若干多くなりまして21％というような

状況になってございます。 

 それと、やはりどちらかというと特に準用保護のほうにつきましては、いわゆるひとり親世帯で

離婚して白老町に戻ってこられたというような状況の中で前年度の所得からすると認定されるとい

うケースが多いというような状況になっております。ただ、前年対比で申し上げますと、これは２

月 26 日現在の数値でございますけども、児童数については前年対比で認定数が９名減と、生徒数に

ついては３名増というような状況になっておりますが、いわゆる分母の児童生徒数が減少しており

ますので、そういった意味ではパーセント的には多くなっているというようなことでございます。

以上です。 
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○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。要するに、少子化の話が出ました、それから、職場

の話がずっと出ています。うちはワークステーションやって、非常に働き口も結構多いのだという

ことなのです。それは実態そうだと思うのです。ただ、私が心配しているのは、若年者、若い親御

さん。要するに就業人口、働いている人のうちの若い人たちが非常に貧困化していっていると。大

阪なんか、もっともっとすごいのだけれども、それでも白老町でも 10％ぐらいだったのが一気に

20％までいって、それが割合でいくと減る状況にないと。これはやっぱり社会的に見たら、学校だ

けの問題とかそういうことではないのです。もちろん、小さい子どももいるかもしれないから働け

ない人もいるかもしれないです。だけど、学校行っている子どもたちだから、逆に言うと、働ける

親もいるわけです。もちろん、これより下の子もいるかもしれないけれども。そういう中でこれが

ふえていくというのは、やっぱり僕はかなり、まちをつくっていく上で危機感を持たなくてはいけ

ないのではないかと。これが 25％になる、高齢化率がどんどん上がっていく中で要保護、準用保護

が上がっていくということは大変な状況だと思うのです。ここら辺、学校だけでこのことを解決す

るというのはなかなか大変だと思うのです。それで、要保護、準用保護を親御さんの目線で対応し

ながら解決していけるような方策を全庁舎的にやっぱり考えなくてはいけないのではないかと。そ

れは多分、ワークステーションも入るだろうし、町民課も入る、いろいろな課が連携して、こうい

うものをカバーしていけるような、もちろん相談も受けなければだめだろうし、いろいろなことが

あるのだと思うのだけど、そういうような体制を取らなければいけないのではないかなと思うのだ

けれども、そういう点はどれぐらい進んでいるというか、やっていらっしゃるのでしょうか。 

○副委員長（近藤守君）  目時副町長。 

○副町長（目時寛行君）  大変難しい問題ですが、やっぱり今後、考えなければならない部分だ

というふうに思います。社会の仕組みが非常に格差が広がってきているということと、それから、

非常に離婚率が高まっていると。やっぱり社会が多様化している部分とか、これを何とか、生活で

困っている、あるいは今後、子どもたちにお金がかかるという、ひとり親世帯、それ以外でも父子

家庭の部分もあると思います。そういった家庭の相談体制、これを学校教育ばかりではなくて、当

然、保育園の問題もありますし、また、保険の問題とか、これは連携した形で相談体制を取れるよ

うな。そして、また、その相談体制によってはどういった支援が必要なのか、こういったことも含

めながら組織として検討はさせていただきたいとこのように考えております。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。何でもかんでも役場にやれとか、今、人減っている

中で大変だというのは、僕はわかるのです。ただ、この問題というのは、少子化問題取り上げるの

と同じように、どこかが手をつけて、民間を巻き込みながらやらないと役場だけで旗振っても無理

だと思うのです、僕は。生活の問題もあるわけだから。だから、どこかがやっぱりこの問題を取り

上げて、今、本当に副町長、名答弁されたと思うのだけど、社会的格差がすごく地方まで進行して

きているということなのです。それは東京や大阪で起こっていることではないのです。だから、お

隣の苫小牧だって、子ども投げて、そして、死んでしまったとかというのはあるのです、苫小牧だ



 - 53 - 

って。だから、もう我々の周りに起こっているということです。だから、そういうことを町が全部

責任持ってやりなさいとか、町の責任だからお金出しなさいとかそんなことではなくて、全体とし

てやっていかないと、今の高齢化と少子化を、本当に町長が言う、安全・安心でまちを守っていく

なんていうふうには、町民守っていくというふうにはならないのです。もちろん白老町１町だけや

ったってだめだというのはわかります。だけど、そういう動きをどこかでつくり、アピールし、そ

れこそ支援センターではないけど、相談に来たい人はここへ相談に来れば何とかなるかもしれない、

自殺する前に何とかなるかもしれないというようなものを、やっぱり行政と、それから、道を含め

た公機関と民間も含めてつくっていけるようなことはぜひ考えてほしいなと思いますけれども、ど

うでしょうか。 

○副委員長（近藤守君）  白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君）  ただ今の問題、当然、教育委員会だけではなくて町全体の取り組みが

必要なのかなというふうに思っています。先ほど副町長が答えたとおりだと思いますけども、個々

の計画の中で教育委員会のほうでは、執行方針でも述べましたけれども、次世代育成支援行動計画、

そういう中でもいわゆる今の案件の要保護児童への対応についてもそういう方向性、取り組み、そ

れを検討することになっていますので、これは各課連携した中で会議を持ちます。そして、そうい

う中でも今、言われたとおり、民間が入って何かを協議したほうがいいというような状況になれば、

その後、民間も入れた中でやっていこうかなというような考えを持っています。具体的には先ほど

課長のほうで答弁した重複になりますけども、数字ではっきりしているのが、平成５年が先ほど言

った要保護の割合が６％、平成 20 年が 20％というようなことでいえば、ご質問の中にもありまし

たけれども、離婚あるいはリストラ等々でやはりひとり親世帯がふえてきているというようなこと

でいえば、非常に低所得者層がふえてきているというようなことがありますので、役場の中の会議

の中でもそういう問題も取り上げて、今後協議していきたいというふうに思います。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ありませんか。15 番、吉田和子委員。 

○１５番(吉田和子君)  今の質問にちょっと引っ掛かるところもあるのですが、白老町で15 歳か

ら、中学校卒業、義務教育を終えた後から 34 歳の本当に一番、白老を担っていかなければならない

生産者人口だと思うのですが、こういった方々の引きこもり、それから、ニート的な状態になって

いる方々の人数の掌握はなかなか、前にできないと言われたのですけども、されているかどうか。

それと、そういう子どもさんを持っている親の相談体制というのは、親はどこへ相談に行ったらい

いのかわからないという、そういった状況があるのですけれども、その辺どのようになっているか

伺いたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君）  うちは15 歳から 18 歳ぐらいまでの所管になるので34 歳までとい

われますとなかなか答弁はできないのですけれども、実際に調査というものは行ってはいない状況

にあるものですから把握はできておりません。それで、親につきましても、その年齢をお持ち保護

者の方から相談というのは子ども課では受けていない状況にあります。 

○副委員長（近藤守君）  15 番、吉田和子委員。 
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○１５番(吉田和子君)  今の答弁にありましたように、どこが答えるのだろうかというぐらいに

実態を把握されていないということなのです。ただ、今回、内閣府で、今、ニートと言われる人た

ち、それから、引きこもりを合わせて 62 万人から 65 万人いるのではないかということで、一番若

い働き盛りの世代がそういったということで、今、国で３月上旬に関連法案等が通ったときにこれ

を実施していきたいということで、青少年総合対策推進法案という新法をつくるということになっ

ているのです。そういった中で、なぜ、これをつくるかというと、なかなか掌握ができない。やっ

ぱり自治体もそうですけど、なかなか掌握ができない。親もどこに相談行っていいかわからない。

このニートとか引きこもりになった原因、今、自殺も全国で３万 3,000 人いるとか、父親の首をつ

るところを見た、それっきり家から出られなくなった子どもだとか。だから、ここで言っているこ

とは、国や自治体に要請することは、連絡協議会をつくってもらいたいということなのです、この

法案の中で。それで、その連絡協議会も教育委員会を中心にとなっているのです。教育委員会を中

心に、あとは精神的な部分のケアができる人、それから、若い人たちの仲間づくりができる人たち、

そういった形でのネットワークをつくって、戸別訪問をしたりしながら、そういったいろいろな人

生の中で普段受けないショックを受けたことだとか、それから、親が交通事故で亡くなって、それ

でまだ 15 歳ぐらいだから生活ができないということで生活保護もらったと。そういう生活になれて

しまったから働かなくても生活できるから働かないとか、そういう精神的な部分のケアをしなけれ

ばならない世代の人たちがここの中にいると。それで、親もどこへ相談行っていいかわからない、

悩みながら。これは努力義務なのです。だから、つくる、つくらないということではないと思うの

です。自治体が必要だと思えばつくるし、いや、それは私たちがやることではなくて親がやること

だといえばそれまでだと思うのですが、白老町がそういうことで今、悩んでいるかどうかだと思う

のですけど、そういった子どもたちを一人でも社会復帰させたいという意向が、私、教育長の顔ば

かり見て言っていますけど、教育長が中心だと思っていますので、教育委員会が中心になると思っ

ていますので、やはりその中で部制にもなって、なるべく広い範囲で何でも対応できるようにした

いという町長の決意もありましたので、そういった中ではネットワークづくりがしやすいのかなと

いうふうには思いましたので、そういった方法が今回こういうことで法案が通ってくると思います

ので、ぜひ、対応するべきではないかというふうに。今もこういう質問が出ると、全般的な、年齢

的な、家庭の層が多様化していますから、どういったことで対応するのかというのはやっぱりネッ

トワーク、そういったもので連携を取りながら対応していかなければいけない時代ではないかとい

うふうに思いますけれども、そういった部分で答弁お願いします。 

○副委員長（近藤守君）  飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君）  多課にまたがるということの中で、私のほうでもインターネッ

トで調べたものを今、手元に見ております。ことしの３月６日に政府で閣議決定されて、青少年総

合対策推進法案を決定しております。今後、国のほうで進んでいく形になるのですけれども、これ

はハローワークや児童相談所、そして、学校教育委員会、福祉事務所、社会福祉協議会等がＮＰＯ

法人も含めまして、就職、就学支援や精神的なケア、この辺のところを行っていくと。技能習得な

どで自立を促すということになっております。この中では先ほどお話が委員さんのほうからござい
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ましたように、あくまでも自立するために自宅訪問などをしなければならないということがござい

ます。今後、この協議会をつくるということが、設けるよう努力規定になっていますので、この法

案が通った後、白老のほうに文書が来た時点で再度内部で検討した上で、取り組みの方法も考えて

いかなければならないのかなとそのように思っております。詳しくは私もインターネットで見て、

今、お答えしているという状況でございます。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  田中健康福祉課長。 

○健康福祉課長（田中春光君）  今、引きこもりの関係の話も出てきたわけでございます。大変

これは、どのような形で解決できるというようなものにもならないのかなと思っております。非常

に難しい問題であろうかなと思いますけれども、そういった部分のケアといいますか、フォローと

いいますか、そういった部分を担っていくことが私どもの一つの役割にもなってくるのかなと思う

わけなのですが、地道に、やはり一つ一つ、１件、１件の形になるかと思うのですけども、そうい

う状況を私どものほうで押さえられたものをケアする形になってくるしかないのかなと思います。

全体数としたら、やはりどのように考えても調査もすべもないですし、把握するということはちょ

っと厳しいものがあるのかなと思います。 

○副委員長（近藤守君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  ニートという部分でございますから、いろいろな原因があって

そういうような状況になっているというふうに、いろいろな識者の方が言われているわけですが、

いわゆる最終的な対策というものがなかなか見えてきていないというのが実態で、今回、政府も新

しい法案を出して、青少年の育成という部分で新しい法案を出して、全体的な取り組みを進めると

いう内容だというふうに私も承知してございます。その中ではやはり雇用という部分も大事な観点

なのかなというふうに思ってございます。前回の代表質問でもお答えしましたけども、やはり相談

体制をきっちりワークステーションのほうで行うということと、それから、やっぱり専門的なアド

バイザー、もしくはコンサルタントが必要な場合には、前にもお話しましたけども、道内にもそう

いうジョブカフェというようなものがあったり、さらには職業訓練を受けるというそういう動機づ

けをさせたりというようなことが必要かと思っておりますので、そういうような相談が来ました場

合には関係課と連携しながらそういうような対応をしていきたいというふうに考えます。 

○副委員長（近藤守君）  15 番、吉田和子委員。 

○１５番(吉田和子君)  本当にニートの場合は引きこもっていますので、学校も卒業してしまっ

ていますから、なかなか掌握はできないと思うのです。それと、先ほど言いましたように、ハロー

ワークが入るのですけど、白老町はワークステーションがあるので、それはこの間質問して、個別

な相談に乗ると。その前に自立して家から出られるようにならないということももちろん今後ある

と思うのです。それで、実態を掌握して家庭訪問をする、自宅を訪問するというふうになったとき

にはかなりいろいろな問題点も出てくるでしょうし、相手が受け入れないということもいろいろあ

ると思うのです。ですから、これはやっぱり人間関係だとか、どういった施設がいいのかというと、

これを先んじてやっているところがあるのですが、この間ちょっと言いましたように、青年たちが

ＮＰＯを立ち上げながら、やっぱりそういう人のところへ家庭訪問しながら自立を促していく、そ
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ういう中で次の段階に進むというような形にやっているのです。それでこの間、ちょっとその一部

分だけ質問したのですけれども、やっぱり青年会議所等とか、それから、青年団を通じた中でそう

いうボランティア活動にもなるかもしれませんけれども、そういった形でのこの連絡協議会の中に、

そういった幅広い人たちを含めたものを私はつくっていくことが、人口増を図っていくということ

はすごく大事なことですし、ただ、人口がふえていっても生産人口で働かない人がどんどんふえて

いっても、またこれ、高齢化時代を支えることにはなってこないというふうに思いますので、そう

いった方々が一人でも二人でも自立するような形をやっぱりつくっていくべきだというふうに思う

のですがその辺のお考えを伺いたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  まず、潜在的にいるのかなというのはわかる。だけど、その実態という

よりも、今の就職の環境からいうと、まず、ニートとか引きこもりの人は家族で余り出したがらな

いということなのです。ただ、一方では、働きたくてハローワークとかに一生懸命行っている人た

ち、その人たちの就職もないと。ですから、就職活動というよりも、ニート自体の潜在的なものを

国を上げてどういう対応をするかということを国自体が、潜在的に60 何万人いるのであれば、これ

はやっぱり国の政策として逆に市町村、都道府県に協力依頼しながら、まず、表に出てもらうとい

うことが先だと思うのです。今、町内にも何人かいらっしゃるとは思うのですが、担当課長からも

言いましたけど、なかなかそういうすべというか、できないだろうなと。要するに１軒１軒回らな

いと実態はつかめないということでございますので、はっきり言って難しいという部分あります。

ただ、そういうことがわかった時点で、いるという前提のもとに関係者が集まって今後の対応を考

えるのは絶対必要かなと思っています。ただ、その前には国がもっと具体的な指導なり、そういう

方法を我々に指導していただければ非常にやりやすいというか、ありがたいということです。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ありませんか。それでは、暫時、休憩に入ります。 

休  憩   午後 ３時３１分 

                                           

再  開   午後 ３時４４分 

○副委員長（近藤守君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 区割り 17 番。292 ページ、２目公民館費から、313 ページ、７項給食センター費全般について。

質疑のある方はどうぞ。５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君）  ５番です。313 ページです。給食センター給水給湯蒸気管改修事業です。

2,216 万円計上しております。この件に関しましては、公共施設の修理修繕のあり方という観点で

お尋ねしたいと思います。私、食品関係の工場のこういった管の修理に関しては余り詳しくござい

ませんので、ちょっとピントのずれたことを言うかもしれませんので、それはちょっと許しいただ

きたいと思います。 

 この管のメーター数を見ると、これは予算の概要というところに書いていますけども、給水管331

メートル、給湯管 355 メートル、蒸気管 778 メートルという非常に長い管を、おそらく全部取りか

えるのかなというふうに想像しているのですけれども。例えば一気にこれを取りかえなければなら
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ないものなのかという、取りかえなければならないのでもちろんやるのでしょうけれども、これま

での長い年月の間に、例えば日常のアフターケアですとか、あるいは、給食センターですから、夏

休みとか冬休みだとかそういう期間にいくらでも修理修繕できる期間はあったのかなと思うのです。

そういった中で、いわゆる、こういう管の延命のための措置、計画的な交換ですとか、そういった

ことができなかったのかなというふうに考えるわけでございます。今定例会の私の代表質問の中で

質問させていただきましたけども、給食センターこれは屋根のほうも改修しなければならないし、

そういう内部のいろいろな厨房関係すべてやるのにも相当お金がかかるという中で、いわゆる今の

いろいろな計画の見直しをできないのかという質問の中で、企業誘致等により土地の売り払いが大

幅に伸びたときに財政調整基金が一定以上に確保できたときに老朽化施設の改修に伴う財政の支出

を行っていきたいとこのようなお答えだったのですけれども、まず、いわゆる公共施設の修理修繕

のあり方も含めてちょっとお尋ねしたいなと思います。 

○副委員長（近藤守君）  本間学校教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君）  一気にやらなければならなかったのか、または、夏休み等々、

修繕の計画的なというようなご質問かと思います。実は平成 19 年度に給水給湯蒸気管の内部清掃は

行っておりますし、それ以前にも何度かそういうことを定期的に行ってきてはおります。ただ、前

から申し上げていますとおり、給食センターの建設年月が相当数たっているということで、定期的

にはやってきておりますけども、そんな中で実は特に蒸気管なんかについては温食をつくるときの

熱源になっているというようなこともございまして、そんなことで実は20 年度中にも一部支障があ

ったというようなことも緊急修繕を行ったというようなことで寿命的にはもう限界がきているとい

うようなことで、今回、臨時事業ということで早急に直さなければいけないというようなことで計

上させていただいたところでございます。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  ５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君）  ２問目で寿命なのかということもお尋ねしようかなと思ったのですけど、

寿命だからこれを取りかえるということだったのでしょうけども、その寿命をもたせるための努力

と申しますか、そういったことをやはり、公共施設全部なのですけども、やられてきたのかどうな

のかというところがちょっとわからないところなのです。 

 それと、特殊な管ですから、途中で半分取りかえたり、４分の１取りかえたりということは不可

能なのかもしれません。ですけども、これだけのメーター数のものを変えるから 2,200 万円という

ことになるのかなというふうにちょっと考えたのです。当初、この管の改修事業だけでものすごい

金額だなという、そういうイメージだったのです。そういった中で定期的なケアがもっとできなか

ったのかなということなのですけども、それについてはいかがですか。やってきたというお答えで

したけども、もう一度答弁願いたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  本間学校教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君）  先ほどお答えしたことと重複しますけども、そういう意味では

給水管、給湯管、蒸気管についても定期的にそういうことは行ってきているということで、今、委

員もおっしゃったとおり、やはり建築年次等々含めて寿命にきているということで、これ以上この
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まま放置しておくと給食センターの存在そのものも、オーバーな言い方をしますと安全な給食を提

供するための命といっていいほどの部分でございますので、それはもう早急的に行わないと21 年度

以降の給食に影響するというような判断から今回計上させていただいたところでございます。以上

です。 

○副委員長（近藤守君）  ５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君）  管の工事で約 2,200 万円かかると。それで今後、ほかにもこういったと

ころがさらに来年出てきて直さなければならない、こういったところも出てきたとなると、今度例

えば建てかえするのに、約 10 億円ぐらいのお金が必要だということです。建てかえとなると、せっ

かく修繕したものも全部使わなくなる可能性があると思うのです。全部新しくすると思いますから、

そういったことをトータル的に計算をされて、やはり新しく改修したほうが非常に財政的にも将来

的な展望を考えて得だという判断であれば思い切ったことも必要なのかなというふうに考えるわけ

ですけども、その辺についてどのような見解でしょうか。 

○副委員長（近藤守君）  高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠章君）  公共施設全般にかかわる改築だとか改修、維持管理、そういった

ことの予算づけという観点から私のほうからお答えさせていただきたいと思います。基本的には古

い施設、老朽化の度合い、それによって当然、更新、改修、維持管理をやっていくわけなのですけ

ども、予算づけの順位づけです。そういった中でこの給食センターにつきましては、過去に設備系

統の給水管、それから、給湯管、蒸気管、こういったものにつきましては洗浄とかをやって維持管

理して何とかもたせようということでずっとやってきております。そういった中でやはり、蒸気管

というのは圧力がかかるのです。これは作業をやっている人たちのすぐ上とかを通っています。非

常に漏れると危険なのです。ですから、まず、非常に財政が苦しいときにどういう予算づけをする

か。やはりそういう危険度の高いところ、そこからまず予算づけして、そして、改築費が出ないか

ら、局部改修で何とか一時的に手当てをしなくてはいけないというそういう判断に立つわけなので

す。 

 それでは、改築について、大規模改築が必要ですと。今の古いものを壊して、新しいものに取り

かえるという、そこの機会ですよね。どのチャンスでそういうふうにやるかと。非常にこれは、予

算づけするときにものすごく悩ましい部分なのです。そういった中で今回の蒸気管だとか給水管の

給食センターの改修につきましては、一応、非常に危険だということで応急的な観点から莫大なお

金はかかるのですけども、何とか今年度中にやらなくてはいけないというふうに判断したところで

ございます。 

 それで、日常の維持管理、こういったものは当然、良好な形でやらなくてはいけないと。その結

果、大規模改修の時期、それから、その次は改築の時期と、そういったことを財政改革プログラム、

それから、町の全体的な体力、それらを見た中で優先順位をつけさせていただいているということ

でご理解いただきたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ありませんか。３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君）  ３番、西田でございます。303 ページの高齢者学習センター、これに関
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連してご質問させていただきます。高齢者学習センターとか、高齢者教室とか、高齢者大学とかい

ろいろ名前ついているのですけれども、実は、こういうところに通っている方々の何名かから意見

があったのですけども、後期高齢者医療制度で国か、今度の医療関係ですか、そういう形で75 歳以

上を切り離したと。そういうようなことがありまして、高齢者というふうにいわれるのがすごく自

分たちが嫌だという声をよく聞くのです。高齢者、75 歳以上で切り捨てられてしまうような気がし

てどうしようもならないというのです。高齢者大学なんかも確か60 歳以上かな、入れるわけなので

すよね。若い方なんかも生涯元気大学だとか、長寿大学とかいろいろおっしゃっていましたけれど

も、今回のそういうような形で高齢者という言葉が余りいいイメージで皆さんの中にないものです

から、何とか名前変えることはできないでしょうかと。だったら、皆さん方、大学行っているのな

ら大学の皆さんで声を上げたらいかがですかとか、そういうことはちょっとお話してみたのですけ

ども、その辺はいかがなのでしょうか。 

○副委員長（近藤守君）  飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君）  平成 20 年度で高齢者大学、280 名おられるわけだったのですけ

れども、一応60 歳から64 歳までの人が９名しか入っていないと。あとは65 歳以上の人ということ

で、今、言われたように、プールのいろいろな問題があったときに、地域住民からアンケートを取

った際に、高齢者という位置づけ、自分の気持ちの中で何歳から思っていますかと。65 歳までは私

たち若いと。せめて 70 歳以上ではないですかとか、いろいろなお話もございました。そんな中では、

お話はわかるのですけれども、それなら高齢者がいいのか、シルバーがいいのか、老人がいいのか

といろいろな議論も今後出てくると思いますけれども、いずれにいたしましても、やっている方々

は高齢者大学という１つのものに対しまして生涯学習の推進という中では強く高齢者大学でもって

いますので、もし、皆さんから、大学の 200 数十名の皆さんから、そういう大きな意見が出てきた

ときには検討しなければならないと思うのですけど、教育長が学長なものですから、私のほうでは

この辺で。一応、今までどおりでいいのではないかと思っております。以上でございます。 

○副委員長（近藤守君）  ３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君）  今までどおりでいいのではないかというお考えだというのは、私もよく

わかります。昔は確か老人大学といったのですよね。それが高齢者大学に変わりまして、私は名前

にこだわることないのでないかと。確かに、申しわけないですけど、そんなことをいってしまった

ら、ここの白老町にある北海道栄高校も今３回目ですから、学校名。別にそういうところにこだわ

る必要はないのではないかなと。むしろ、そこでこれからは団塊の世代の方々がちょうどどんどん

入ってきて、もっと自分たちがいっぱい活動するべきではないかなと。そういうような意味で多分

言われているのだと私はそういうふうに理解しています。ですから、高齢者となったときに本当に

限定されるのが、もうちょっと大学に入るのが 70 歳過ぎてからという感覚ではなくて、60 歳にな

ったらもう入って生涯学習するのだと、頭の体操をするのだと、体も健康維持して長生きするのだ

から、もっと名前変えてほしいなという気持ちだけは、ぜひ理解していただきたいなと。学長とし

てはどのようなお考えでしょうか。ぜひ一言お願いします。 

○副委員長（近藤守君）  白崎教育長。 
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○教育長（白崎浩司君）  今の問題は高齢者大学に限らず、高齢者という名称がどうかという視

点でとらえると、いろいろなものにあるのかなと思っています。それで私、記憶にあるのは老人と

いう言葉が果たしてどうなのかということで高齢者とか、それから、同じような部類でいえば、町

内会の婦人部が女性部に変わっただとか、そういうような呼称というか、変わっているものはあり

ますけども。ただ、今、大学のことだけで答弁させてもらうと、私のほうには、いわゆる高齢者大

学の名称がどうのこうのという、例えば運営委員会の中でもそういうような話が出たという話は聞

いておりませんので、私自身としては特に今は問題視はしていません。 

○副委員長（近藤守君）  ３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君）  ですから、再三、私、しつこく３回目ですけれど、言わせていただきま

す。本当に 60 歳過ぎてすぐの人たちがそういう気持ちで入りたくても門戸を閉められているような

気がすると。そして、また、入った人たちもまだ入りたてのほやほやですから、なかなかそういう

場所で意見を言う機会も少ないと。一度アンケートでも取ってみて、意見を聞いてほしいです。せ

めて、そのくらいしていただけませんかと、私はそういうような提言をさせていただいたつもりで

ございます。 

○副委員長（近藤守君）  白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君）  そういうような運営委員会等々の中でそういうような話があれば、そ

れは内部の中でも協議させてもらいます。今は、言えるのはその程度かなというふうに思っていま

す。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ありませんか。９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君）  斎藤です。307 ページ。スポーツ指導者普及事業について伺います。こ

れは毎年、指導者を養成するということでやっている事業だろうと思いますけども、現在の事業内

容と、それから、新しい指導者が毎年生まれてきているのかどうなのか。そのあたりについて伺い

ます。 

○副委員長（近藤守君）  白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君）  スポーツ指導者のほうの予算の大半は体育指導委員の報酬でございま

す。その体育指導員のほうの事業の中で、いわゆる競技スポーツとは別に軽スポーツといいますか、

そういうような普及を行っている中で、例えば以前はソフトテニス、それの指導者を養成したり、

今はキンボールの普及活動していますので、そういうようなキンボールの指導者を養成したりとい

うようなことで、いわゆる体育指導委員会の活動の中で軽スポーツを普及していくというような活

動を行っております。 

○副委員長（近藤守君）  ９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君）  私ちょっと勘違いして、新しい指導者をつくり出していくための事業か

なというふうにとらえたものですから。それももちろんあるということで。新しいスポーツに対す

る指導者を養成しているということだと思うのです。ただ、体育協会が管理しているスポーツ施設

だとか、屋内のスポーツだとか、かなり数多くのものがあるのですけども、スポーツを普及してい

くという観点でそういう指導者が現在間に合っているのかどうなのか。私が前に聞いたのは、いろ
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いろな施設がある、その施設の中で指導者がついていて町民が運動している、そういうところへつ

いていて簡単に指導しているというそういう人たちが少ないのだという話を聞いているのですけど

も、そういう部分でいえば、目標を持って指導者を養成していくというようなことも必要ではない

かと。新しいスポーツだけではなくて、今ある施設の中で町民が動いている、それに対する指導を

簡単にしていくというそういう人たちというのが、そういう指導者がもっともっと必要ではないか

というふうに思っているのですが、そのあたりの取り組みというのはどういうことになりますか。 

○副委員長（近藤守君）  飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君）  20 年度当初では、スポーツ関係者、一般のスポーツでは 33 団

体、1,834 名の方がスポーツに親しんでおります。また、少年団は 18 チームで 383 名。合計 2,217

名の方がスポーツをしているわけなのですけれども、各チーム３名前後のスポーツ指導者が張りつ

いております。そんな中でも人が足りないということよりも、やはりスポーツ人口が徐々ですけれ

ども落ちてきたと。それに伴いまして、指導者も高齢化というのですか、ちょっと年齢が高くなっ

てきたという問題点は今現在、私のほうで押さえております。ただ、新しい指導者を養成しなけれ

ばならないというのは、体育協会と協議していきながら今後より進めていきたいとそのように思っ

ております。 

○副委員長（近藤守君）  ９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君）  今の答えで大体わかりましたけども、年間通じて運動する人の数という

のがこれだけいるとなれば、前にも、プールで泳いでいて、前はそばについていてちょっと指導し

てもらってすごく助かったという声というのが聞こえたのだけども、そういう方々もいなくなった

というようなこと、やっぱり寂しいなという感じがするのです。それで今、指導者自身が高齢化し

ているということを聞けば、新しい指導者をやはり養成することというのは急務ではないかという

ふうに思うのです。そのことをぜひ、目標を持って手掛けていただきたいというふうに私は思うの

ですがどうでしょうか。 

○副委員長（近藤守君）  飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君）  斎藤委員おっしゃったとおり、当初、プールがスタートした際

にはワンポイントレッスンというのですか、そういう形で水泳の資格を持った職員が張りついてい

ろいろと指導したと、そういう経緯もございますけれども、ある程度水泳協会さん中心に今きちん

とその辺の指導関係はスムーズにされております。そんな中では、私はいろいろなすべての協議の

中で先ほど若干高齢化というか、年齢が高くなっているよというお話をさせてもらいました。その

辺につきましては、新年度におきまして体育協会さんとより詰めて、指導者講習等も含めて検討し

ていきたい、そのように思っております。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ありませんか。11 番、土屋かづよ委員。 

○１１番（土屋かづよ君）  11 番、土屋です。生涯学習について、ちょっとお伺いします。303

ページです。全般にわたってです。高齢者学習センターも含めてです。最近、高齢者大学の生徒さ

んが減ってきていると。それと、今まであったクラブがなくなったという話も聞いています。この

要因は何なのか。それと今、民営化とか指定管理者制度にして、高齢者大学を運営していくという
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話が出ていますけれども、そうなった場合にやはり、また授業料を上げたりすると減っていく要因

にもなるのではないかなということをどのようにお考えになっているか伺います。 

○副委員長（近藤守君）  飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君）  高齢者大学につきましては、必修クラブ及び選択クラブ、この

２つのクラブがございまして、現在、必修は７クラブ、選択クラブは９クラブございます。確かに

300 人くらいいたのが280 人、270 人という形で少なくなってはきていますけれども、私、１年携わ

ってきまして、本当に高齢者大学に入ることによって、いろいろな教室等をすることによって逆に

元気になっていくという人たちが多くございます。というのは、高齢者大学はやはりご夫婦で入っ

ていても、片方の方の看病等でどうしても大学をおりければならないという人も中にはいますけれ

ども、人口で推移して、亡くなられている数と比較しましても、昨年からことしの２月末までの時

点で高齢者大学に入っている会員の方、５名の方が亡くなりましたけれども、280 名中の５名とな

ると、本当に元気に、逆にいろいろなこういう必修クラブ等に通うことによって元気になっている

のだとそのように思っております。そんな中では高齢者学習センターの維持管理というか、教室の

部分の経費なのですけれども、これについては今アンケート調査を取りながら、新年度にある程度、

行財政対策プログラムの中に盛り込まれていましたけれども、高齢者大学の料金をある一定のとこ

ろまで押し上げるか、または、教室を若干へらすか、そのアンケートを取っております。そういう

部分を含めた中で、余り生徒には負担がかからないような方向でどのようにしたらいいかというの

を、今、アンケートを集計している最中でございますので、今後、その結果を踏まえながら、高齢

者大学の会員の生徒の皆さんとお互いに議論した中でその辺のところは決めていきたいなとそのよ

うに思っております。 

 確かに人口は減っているのですけども、高齢者自体はふえております。その中ではやはり自分の

趣味というのですか、昔、高齢者大学は昭和 49 年４月に開校していますけども、そのときには 98

名の生徒でスタートしているわけです。徐々にふえてきたわけなのですけれども、必ずしも今後ど

んどん減っていくとは考えておりません。何らかの形で、また、魅力ある高齢者大学という中では

ふえてくるのかなという期待もしております。そんな中では減っている要因というのは、多種多様

な趣味がどんどんふえてきて、自分のところでも、家庭でもできるだとか、別な形のサークルに入

るだとかという形で高齢者大学に入っていない人たちもやはり多いということは聞いておりますけ

れども、一人でも多くふやしていきたいとそのように考えております。以上でございます。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ありませんか。２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君）  前田です。292 ページ、公民館の社会教育活動の関係で伺います。飯島

課長に伺います。社会教育課長というのも４月からなくなりますので、ぜひ、私の言ったことにつ

いて引き継ぎしておいていただきたいなと思います。それで、実は今、こういう状況になると、町

民個々の内面的な活動によって、豊かさや潤いが大事かなと思いますけども、一つに、公民館の活

動の中で、私がこれからいうことについては、公民館の使用料が上がったからどうとかということ

ではないです。私も値上げは賛成していますので、そういうこと抜きにして、ちょっと聞いてほし

いと思います。 
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 まず、文化活動をやっている会員とか、いろいろな方から聞くのですけど、いろいろ施設を使う

のですけど、細かいことで申しわけないのだけど、机とか椅子とか放送設備が非常に整備されてい

ないというのかな。机でもかなり角取れたり、車が回らなかったり、がたがたしている。椅子もそ

う。放送も全然きかない。これは、私は財政厳しいから新しくすれというのではなくて、職員か専

門の人でちょこちょこやっぱり点検、見回りして、心地よく使えるようなことにしていただいたら

どうかなと。こういう声、大きいのです。そうすると、そこで活動する人も使用料上がった、上が

らない関係なくして、やっぱり心配りがあるならと、そういう気持ちになるのかなと思うのです。

そういうことを考えているかなと。 

 そして、数少ない備品を毎年、何脚か、何台かずつでも計画的に更新していっていくような考え

方を持っているのかどうかと。 

 それともう一つ。講堂の暖房設備。前も議会で議論ありましたけど、その辺、今後、修繕という

のか、補修というのか、考えているのか。ちょっと考え方を示してほしいと思います。 

 それと、文化活動なのですけども、施設料金上がったことによって、いろいろな個々の知恵を出

して、別な場所を探していろいろ活動していますけども、一つの集大成になる発表会、これが非常

に利用料金高くてできないと。よその、隣の市に出て行って発表会やっている例があるのです。こ

れは非常に文化活動の停滞というか、これはやっぱり皆さんに見てもらって、発表をしてもらって、

そういうことがやっぱり一つの楽しみだと思うのですけど、それをよそへ行ってやっているという

例があるのです。これはやっぱり今後、使用料抜きで、やっぱり英知を集めて何かの方法で答えて

あげなければいけないのかなとこう思います。 

 それともう一つ。講堂なんかがそうですけど、町民の方が使ってきていないということは使用料

も落ちてきますけども、文化団体活動の、仮に吹奏楽とか演劇とか、そういうプロとかセミプロの

人方に誘致して合宿的なことにして大いに活用して使用料ふやすと。そうすると、白老でもそうい

うことが刺激になって、また、いろいろなことで活動が広がっていくと思うのですけども、その辺

に伺います。 

○副委員長（近藤守君）  飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君）  何点か、ご質問ございました。まず初めに、机、椅子、放送設

備等が整備されていないということでございました。これにつきましては、確かに古くなってきて

おりまして、その都度、見回りしております。そして、悪い椅子等が出てきた時点ではその都度修

繕しているという状況でございます。ですから、逆にそういうお声があったときには、窓口にその

旨伝えてもらえれば、即対応できると、対応していきたいとそのように考えております。 

 また、講堂の暖房設備をどのように考えているかというご質問でございますけれども、これにつ

きましては、現在、ジェットで両サイドから出しております。そのほかにも上に真っ直ぐ温度が上

がってしまって、油代はかかるのですけれども、なかなか温まらないということもございますから、

上に扇風機つけまして、それから下に下ろしているという状況でございます。これにつきましても

経費がかかる中ではこのような方法が今のところ最善なのかなと思っております。 

 あと、発表会等で講堂の利用料金が高くてできないということの中のご質問でございますけれど
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も、これにつきましては、既存の文連協さんと話をして協議を詰めておりますけれども、例えば文

化祭、これを主に、文化祭に関してのいろいろな発表の場をということであれば、今までどおり、

これは教育委員会がしなければならない事業の一つととらえておりまして、今までどおりで実施し

ております。 

 また、利益落ちてきている中で吹奏楽等のセミプロ、プロを呼んで、料金を少しでも多くという

お話がございました。実をいうと昨年、これの取り組みを実施しております。道内の高校及び大学

のブラスバンド等のある大学に町内の３カ所の宿泊施設を、森野の体験館も含めてですけれども、

こういう場合で来たときに１泊２食で格安で提供できないかということで、送迎つきで、本来は１

泊２食 7,000 円のところを、例えば 5,000 円でいいですよとか、5,500 円でいいですよとかという

ことで竹浦の施設と白老の施設、あと、森野の施設、３カ所をそういうチラシをつくって全道のブ

ラスバンドを持っている学校に誘致のために送っております。その結果は、私のところに連絡より

も、私も聞いている話の中では、ブラスバンドの関係者のほうに白老そういうことをやるのだねと

いうことで問い合わせは来ております。ただ、学校ですので、来たので、すぐ行ってみるかという

話にはなりません。やはり１年間、２年間の、行くまでの計画がございます。この計画に沿って来

ると。やはり計画はゴールデンウィーク明けが多いようでございます。やはり 10 月、11 月ではな

く、そういう時期に見計らって、向こうはプログラムを組むということで聞いております。以上で

ございます。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ありませんか。６番、本間広朗委員。 

○６番（本間広朗君）  まず、303 ページ、資料館特別展開催事業について。これについては、

21 年度いろいろ事業あろうかと思いますので、その内容がわかれば伺いたいと思います。 

 また、もう一点。高齢者学習センター管理運営費なのですけど、同じページです。学習センター

の建物が大変古くなってきていると思いますけど、ところどころ修繕が必要だと思いますが、その

修繕料というのが見当たらないくらい少なくなっておりますが、これはどのような箇所を修繕する

のか伺いたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君）  １点目の事業の内容でございます。特別展の事業の内容でござ

います。これにつきましては、ちょうど昭和 59 年に資料館を会館して 25 年が経過という中で、絵

図が全国に９枚、今回の絵図を入れて10 枚目になりましたけれども出てきました。これは安政３年

ごろのもので長さ128 センチ、幅 75 センチの和紙に書かれているものでございます。資料館に現存

する９枚とは別に、その絵図にはない下の浜まで、海まで写った、存在しない建物や集落をうかが

える絵図でございます。この絵図を７月 18 日から８月 16 日までの１カ月間、一応仮称なのですけ

れども、絵図からたどる白老陣屋の秘密という形で１カ月間、ほかの絵図も盛岡や仙台、札幌、函

館の資料館、博物館等から集めてきまして特別展を実施したいとそのように考えております。この

絵図につきましては、ロータリークラブさんから寄贈を受けた絵図でございます。 

 次に、高齢者学習センターの修繕の関係でございます。この修繕につきましては、これは本当に

軽微な５万 3,000 円の計上でございます。あそこの建物自体は、高齢者大学、先ほどもちょっとお
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話させてもらったのですけれども、もう既にできて、昭和 49 年ですから、できて 35 年経過してお

ります。そんな中では修理して利用するということには、大きく修理して利用するということには

ならないのかなと思っております。施設の移転も、行革も含めて検討は現在しておりますけれども、

すぐに移転ということにもならないのかなと思っております。今後いろいろな移転する際の、陶芸

とか、ビリヤードとか、いろいろな部分もございますので、そういう問題の部分もクリアした上で

今後さらに検討を重ねて、古くなった時点では移転ということも考えなければならないとそのよう

に思っております。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  ６番、本間広朗委員。 

○６番（本間広朗君）  今回、陣屋の絵図が展示されるということなのですけど、先ほど、白老

ロータリークラブから町に寄贈されたと伺いましたが、その経緯がわかれば伺いたいと。これは、

絵地図が一般会計とか補正に出されていないのですけど、聞いていいかどうかわからないのですけ

ど、経緯について、わかれば伺いたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君）  この絵図につきましては、昨年、仙台のほうから札幌を通して、

うちの仙台藩資料館のほうに絵図が発見されたという情報が届いておりました。そんな中でうちの

学芸員のほうからその報告を受けまして、私としましては、今、財政事情が大変厳しいという中で、

相当数の金額がかかるこの絵図をすぐ取得という話にはならないので、別の方法で何か取得を考え

られないだろうかというお話を実をいうとしていたわけでございます。そんな中でロータリーさん

の毎月例月で毎週ある講演に、うちの武永学芸員が呼ばれていきまして、それで、仙台陣屋の講演

した後に、実はいうと、今こう素晴らしいものが見つかったのだというお話をさせていただきまし

た。そんな中で逆に、白老町も今、大変で取得できないのだけれどもというお話の中で、それだっ

たら、ちょうどロータリーさんが 30 周年にことしの６月 20 日、記念式典をするというふうに聞い

ておりますけれども、そのような予定を立てておりますけれども、その 30 周年に合わせて、ぜひ、

白老町のために寄贈という部分を考えようと、考えていただくということになったのがスタートで

ございまして、そして、取得に至ったということでございます。以上でございます。 

○副委員長（近藤守君）  ６番、本間広朗委員。 

○６番（本間広朗君）  本間です。聞くところによると、これは正しいかどうかわからないので

すけど、絵地図が 70 万円、これから修繕費出すのが 20 数万円で、約 100 万円かかっているような

のですけど。本来であれば、まちがすぐといったらあれですけど、今、財政難ですから、なかなか

購入が難しかったから、こういうような手法を取られたのかと思います。白老ロータリークラブさ

んには大変ありがたく僕も思います。白老町は歴史と文化のまちというものをうたっていますので、

確かに財政難はわかりますけど、町の財産として子々孫々と受け継がれていくものなので、ぜひ、

できれば独自にまちで購入して、そういうものを保存していけないものかなと、その辺をちょっと

伺いたいと思います。 

 それと、もう１点。学習センターのほうなのですけど、現在、学習センターの建物を見ますと、

屋根のペンキ塗りとか、一部屋根が腐食して穴開いているところもあるのです。ご存知かどうか、
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それも伺いたいと思います。それを一部見ると、ペンキ塗っているところもあるのですけど、今後

そういう補修、改修、大改修になるかどうかはわからないですけど、そういう予定があるのかどう

かというのも伺いたいと思います。 

 それをやらないとなれば、今後さらにそういう穴とかが大きくなって、さらに建物自体にも影響

出ると思うのです。ですから、その辺を今後まちとしてどうするのか。そういうことをちょっと伺

いたいと思います。よろしくお願いします。 

○副委員長（近藤守君）  飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君）  絵図につきましての購入を町独自でというお話でしたけれども、

もう既にロータリーさんの真心で、ロータリーさんが取得しております。それで、その取得した後

のいろいろかかる下地加工だとか、そういう部分はこの間の補正で出させていただきましたけれど

も、白老町でというふうに考えております。それはご理解願いたいと思います。 

 また、高齢者学習センターの屋根についての修理の考え方ということの中では、先ほど来、お話

させてもらいますけど、あれはもう古くなっております。確かに屋根も、まだ雨漏りしているとは

聞いてはいなかったのですけれども、大改修は考えておりません。私どもが考えていたのは、別な

空いた施設ができれば、そこの移転ということも将来考えられますし、または、早急にもし使えな

いということであれば、例えばコミュニティーセンターの中の施設の一部を利用するという方向で

の検討は実をいうと入っていたわけなのです。それもまた今後、ちょっと時間かかるということで

ございます。以上でございます。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ありませんか。 

 それでは、次に入ります。区切り 18 番、314 ページから 345 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、支出金、15 款、予備費及び給与費明細書・地方債現在高見

込額調書・債務負担行為に関する調書について。質疑のある方はどうぞ。10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。まず、第１点目、公債費でお尋ねをしたいのですけ

れども、今回の公債費、元利合計で約 18 億円ぐらいですか。この中で交付税で対応されている金額、

これを押さえているかどうか。もし、わかれば、一般会計、特別会計、企業会計で交付税措置がさ

れている金額、それぞれわかれば教えていただきたいと思います。それがまず１点。 

 それから、２点目に諸支出金の 321 ページ。財政調整積立金に４億円を積み立てるという計画に

なっているのですけれども、ちょっと正確に、財政改革プログラムを見て質問しておりませんので、

ちょっと違っているところがあるかもしれませんけれども、一つは 3,000 万円ずつ返している基金

からの繰りかえ運用分４億 6,000 万円、ことし、この予算で 3,000 万円払って４億 6,000 万円です

けど、これとの関係で４億円積み立てるというのは、４億円というのは初めからそういう形に、改

革プログラムで４億円という数字をいっていたかどうか。ちょっとそこ、記憶ないものですから、

改革プログラムでどういうふうになっているか。同時に、この間の代表質問で水道会計から30 日に

工業団地会計に、一たん一般会計で借りて貸しつけするということなのですけれども、そのことは

私は大賛成でいいことだと思っています。それも財政改革プログラムにはなかったと思うのです、

もちろん。そういうことからいうと、この積立金の４億円が、財調ゼロというわけにはいかないの
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はよくわかりますから、わかるのだけど、これが一定限度そういうところに繰り向けられるという

ふうにはならないのかなというふうに思うところが２点目です。 

 それと、すごく小さいことで、これは１点だけ。326 ページの給与費明細書なのだけど、去年は、

ちょっと理由忘れてしまったのですけど、納得する理由で特別職が去年は減ったのです。指導員か

何かの関係だったと思うのですけど。今回、特別職 64 人ふえて、176 万円ふえているのだけど、こ

れは何ですか。ちょっとわからなかったもので、この中身だけ教えてください。 

○副委員長（近藤守君）  高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠章君）  ことしの公債費に占める交付税の額ですが、これちょっと今、私、

手持ち資料ございませんので、後ほど答弁させていただきたいと思います。 

 それから、財政改革プログラムの数値です。それは行革の室長のほうからお答えさせていただき

ます。それで、今回、財政調整基金積立金４億円という数字がここで上がってございます。この４

億円の内訳では、工業団地と、それから、臨海部土地造成会計、この会計におのおの 5,000 万円ず

つ新年度でやる部分の利用料金が含まれてございます、１億円。それで４億円という数字になりま

す。実質的には財調で積み立てるのは３億円という数字でございます。これは、どう財政改革プロ

グラムと整合を図るかという意味では、病院会計のほうに実は21 年度で３億2,100 万円を追加繰り

出しするという計画になってございます。それを 20 年度で３億 6,800 万円で前倒しするという部分

で、そのとおりの数字を全部返せばよろしいのですけどもそうはいかなくて、約３億円という数字

を 21 年度で積み立てるという、積み戻しです、そういう形で計上させていただいております。そう

いうことから20 年度の財調の決算の状況ですけども、見通しは、今、最終的に今月末に繰り出すと。

最終的に工業団地のほうを繰り出すということで、資金不足率を解消できるということで、この21

年度の財調の資金を使って、そういう部分を解消するという部分はほとんど必要ないという状況で

考えております。唯一、考えられるのは、連結実質赤字比率をゼロにするか、しないかで、この財

調を使うかどうかというそこの部分はあるかなと思っています。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君）  それでは、私のほうから財政改革プログラムに関して、21 年

度の財調の積み立て予定額と、それから、それに伴った財調の残高、こちらのほうをお答えしたい

と思います。 

 平成 21 年度におきましては、財政調整基金積立額2,100 万円を予定しております。残高につきま

しては、３億4,000 万円でございます。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君）  給与費明細書の関係の特別職の増員、ふえた要因でございます。こ

こは各種審議会のほかに選挙事務従事者、この部分も入ってございまして、19 年は 1,240 人という

のは、地方選挙、国政選挙は３回ございましたから、すごく19 年は多かったのです。それで、昨年

が一気に落ちて、ことしまた衆議院選挙を予定されていますので、若干その分ふえています。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。最後のもの、わかりました。それで、あしたの答弁
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でいですけど、交付税の関係で要するに、公債費返すときにそれぞれ整合性がきちんと取れている

かどうかということを聞きたいのです。それで聞くのです。ですから、例えば港でいえば、何ぼと

出ているのです。交付税でこれだけみてもらいましたと。何千円まで出ているのです。それが全部

積み上げたときに実際に合うのか、合っていると思うよ、きっと。合っていると思うのだけど、そ

このところを正確に知りたいのです。ですから、そういうことでできれば。端数なんて合わせる必

要ないですから、そういう私の意味を酌んでもらって、一般会計と、それから、一般会計全部記載

別なんてところまでは言わないから、一般会計と特別会計と企業会計。なぜかというと、特別会計

は下水の部分がありますでしょう。それから、臨時財政対策債とか特例債とか、中身でいろいろと

国から 100％見てもらえるとかというのは使っているものもありますから、すごく正確でなくても

いいですけど、そういうことがきちんとわかるような、そういうことであしたで結構ですから答弁

を願いたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠章君）  ちょっと時間がかかりますので、あすということでよろしくお願

いしたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ございませんか。 

 これで歳出が終わりました。ここで歳出全般について、特に質疑もれのある方がおりましたらど

うぞ。15 番、吉田和子委員。 

○１５番(吉田和子君)  質問もれがあるということで、ちょっとどこで質問したらいいのかわか

らないので質問したいと思うのですが。 

 地上デジタル放送に関してなのですが、2011 年７月24 日から実施されるということなのですが、

それに対して国はかなりのいろいろな体制を組んで予算措置もされていますが、情報として白老町

がかかわること、自治体の対応もかなりあるみたいなのですが、どのような情報が入っているのか。 

○副委員長（近藤守君）  岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君）  地上デジタル放送の関係です。まず、いろいろ問い合わせ等は町民

からもあることは事実ですが、現実問題に総務省なり北海道から具体の内容はまだ話がきてござい

ません。それで、今後どうするかということもあるのですが、ただ、私どものほうには３月 25 日、

ですから、来週ですか、道のほうから地デジ対応の今後の展開の説明に来るという話が来ています

ので、そのときにもう少し内容が具体になるかなとこう考えております。 

○副委員長（近藤守君）  15 番、吉田和子委員。 

○１５番(吉田和子君)  15 番、吉田です。なぜ、質問したかというと、国民への説明と相談体制

ということなのです、１点目は。それから、受信機器購入の支援策があるということなのです。そ

れで、なぜ、今、質問したかというと、今、定額給付金が白老町は４月初めになるということなの

ですが、テレビで今、すごい地デジのことが放送されています。それで、高齢者とか一人暮らしの

方はそれがよく理解できなくて、まず、テレビが映らなくなると。だから、入れ替えなければだめ

だという考えがあります。それと同時に今、電気屋さんとかデパートとかいろいろなところへ行く

と、もうすごいです、地デジのテレビの宣伝がもう一面で出ています。これは定額給付金の関係も
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あると思うのですが、この中で、これはちょっと私、総務省の説明を聞いてきたのです。それで、

ぜひ、議会へ、地方へ帰ったら言ってくださいと言われましたので言うのですが、外づけのチュー

ナー、これを安くするという。9,000 円かかるのです、あのチューナー、ほとんど。9,000 円以上か

かるのが 5,000 円ぐらいで取りつけられるような方向を今、考えているということなのです。それ

と受信機器の購入の支援として、生活保護者だとか、それから、市町村民税の非課税の家とか、そ

れから、障がい者だとか、それから、社会福祉施設の入居者というのは、このことに対しては全額

免除というふうになるのだそうです。そして、簡単なチューナーを取りつけるためにアンテナも必

要なのだそうです。そのアンテナも無償の回収をすることも考えられているのです。そういったこ

とを含めると、今、定額給付金で、直接取り引きのある電気屋さんはもうつけたほうがいいよとか

そういう話をされるのです。そういった中で私は、買って、お金を払ってしまったら、もうどうし

ようもないと思うのです。そういうことでは、私は情報の提供がどうしてこんなに遅いのだろうと

思ったのです。町民にすれば、やっぱり、かえなければいけないというのが先に来ています。それ

で今、お金が少し入ると。そうしたら、電気屋さんも勧めると。そういったときに町民の方々とい

うのはすごく動揺しますよね。私も必ずテレビでアナログ放送で終わります、もうはいらなくなる

のですと言われたら、必ず家族でその話題になるのです。だから、そういったときにどういう支援

策があるのだろうとかということ。支援策があるなんていうことはもちろん思っていませんでした

から。これは各自の全部実費だと思っていたのです。ところがこういう施策が考えられているとい

うことは、町民が知らないと、私は町民が損をするというふうに思ったのです。そういう意味では、

私、今はまだ、これから情報が来るということで、今、道でこのための支援センターもつくるとい

うふうに聞いています。ただ、今後の対応として、町内会とか自治会を通じた決め細やかな説明会

を開催するというのは21 年度の予算に入っているのです。それと、高齢者への個別訪問も実施する

と。それから、平成 21 年度にかかわるそういう経費として 88 億円のお金を用意しているというこ

となのです。こういったことをずっと見ていくと、私すぐ思い浮かぶのが、この間、質問いくつか

ありましたけれども、福祉灯油も高齢者とかというのは本当に細やかに説明しなければわかっても

らえないのです。そういった部分では、今回、個別訪問も町内対応ということも入っています。私

は、このデジタル放送がこういうふうになるといったときに、この説明会で一番先に質問いたしま

したが、町行政として、いろいろな情報があると思いますけど、いかに早く、まして、先ほど言っ

た、ニートの関係は、本当に限られた人数ですけれども、これは全町民、全国民がかかわることで、

地元町民も全部かかわることなのです。こういった情報というのは、私は、なるということであれ

ば先んじて取っていく。できあがったものが２月にはもう全部出されて説明してもらったのです。

ですから、私もそのとき言えばよかったのですけど。持っていて、ちょっと開いていたら、もうそ

ういう対応をしなければいけないだろうなと。でも、本当に早くわかっていれば、広報等に載せて、

ちょっと対応しますからお待ちくださいと。だって、火災警報器も2011 年ぐらいまでにつけなけれ

ばならないのが、もう公営住宅等は対応していますよね。そういったふうに高齢者というのは特に

先んじやっていかなければならない、やらなければと思ってしまうのです。そういったところに今、

つけ込まれると言ったらおかしいですけど、これも一つの商売にもなりますので、そういった部分
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での働きかけもありますので、私は早急に対応すべきというふうに思っているのですが、その辺の

情報収集のあり方も含めて考えを伺いたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  田中健康福祉課長。 

○健康福祉課長（田中春光君）  ただ今、吉田委員のほうからかなり詳しく情報を、逆に教えて

いただいたような格好になっているわけなのですけども。残念ながら、先ほど総務課長のほうでも

同じようなお話出ていましたけれども、私どものほうにはそのような細かな情報はまったく届いて

いなかった状況にはあったのです。それで、３月25 日にその関係の説明会があるということでござ

いますので、ある程度この中で内容的には詳細、明確に見えてくるのかなと思います。当然の話で

すけれど、見えてきた後については、必要な部分については私どものほうで対処していくと。そし

て、情報も該当する方々にお知らせすることになるのですけども、お知らせの方法としては１番皆

さんに等しく伝わる形でいけば、広報等でのお知らせ、そういうことが考えられるのかなと思いま

す。また、戸別訪問ですか、そういったような話もありましたけども、国から、かかる経費の部分

は援助されるということで考えていいのでしょうか。そこら辺も25 日の説明の中では出てくるのか

なと思うのですけども、それに応じて対処するような格好になろうかなとこんなふうには考えます。 

○副委員長（近藤守君）  15 番、吉田和子委員。 

○１５番(吉田和子君)  あと、この間、陣屋のほうに住んでいる方たちに言われたのですが、「地

デジ放送になったときに、俺たちのところは全然はいらないのよ」という話があったのです。そう

いったことも含めて、アンテナの辺地強調施設だとか、それから、いろいろなものをきちんと対応

は考えられているみたいなのです。そういった説明も今後、説明あるのですから、それを受けてか

らだと思うのですが。今回、私、この予算委員会を通じて何点か質問をいたしました。きのうは住

宅のローン減税のお話もちょっといたしました。これも４月からマンションとかの入居者は対象に

なるのです。なるということ以前に、今、家を建てようと考えている人は、かなりの効果的な減税

対策なのです。そういったことも含めて、どうして情報ないのかなと。情報というのは待っている

ものではないのか、説明が来ないと行政としては動けないものなのか、ちょっとわからないのです

けど。本当に即、町民にかかわる、今も言いましたけど、建設関係は家を建てる人がどんどん少な

くなっていってもう成り立たないという状況にきているときに、こういった方法があれば、考えて

いる人は、それでは、やろうかなというふうに。だから、そういう情報がもうちょっとは入る方法

がないのかなというふうに思いながら、ずっと今回いたのですけれども。そういった部分での情報

収集というのは、自分が先にちょっとこれ、わかったから言うわけではないのですけど、こういっ

た町民にかかわることをなぜ国ももっと早く流さないのだろうと。これだけ言われて、みんなが不

安を感じながら、勧められれば、テレビ入れかえたとかという人も結構います。だから、そういっ

たことになると、なぜ、もうちょっと詳しくきちんと説明ができないのかなというふうに思うので

す。 

○副委員長（近藤守君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  国があらゆる部分でいろいろ変えてくるわけです。制度だとか。先ほど、

委員言いましたけど、高齢者宅に回るようになっているとか、国は絶対回りません。全部こちらに
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押しつけてくるのです。ですから、いかに地方がそういう全世帯に情報を発信して説明するかとい

う、その辺の苦労をわかっていないのです。ですから、本当に困ったものなのですけど。私のほう

で今、押さえているのは、白老については 1,000 世帯ぐらいが受信困難になる可能性があるという

ことは一応押さえているみたいです。それで、共同受信施設もできるというのですけど、それでも

だめな世帯もあり得るのです。その場合は、受信不可能なままであれば、衛星使った放送に切りか

えもどうのこうのと。それができるのかどうかわからないのですけど、そういう情報は、実は入っ

ています。それで、これ多分、合同庁舎の中にあると思うのですが、北海道総合通信局・総合通信

相談所というのがあるらしいのです。今、担当者の名前までちょっと聞いてこようかなと思ったの

ですけど、今、聞いたら説明会があるというのであれなのですけど、ただ、その際はもう制度で決

まったものはもっと早く我々のところに流して、パンフレット１枚でもあれば、例えば何かのつい

でに行けるという方法もあるのです。その辺、国も全然考慮しないものですから。あらゆる制度が

そうなのです。本当に困っています。そういうことで情報入り次第、努力したいと思っています。 

○副委員長（近藤守君）  12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君）  12 番です。まったく今と関連するのですが、おととい、ある電気屋さ

んが私のところに来て、議会に一言言ってくれないかと。きょう、ちょうど忘れてきたのです、こ

んな文書つくって。それで、鉄北の方々は、相当テレビは見えないと。今度、地デジになったら。

相当電波が悪くて、電波の取り合いをするとか何とかといっていました。それで、相当見えなくな

るから、今のうち、総務省にきちんとやっぱり自治体として・・・。ＮＨＫは見えなければ受信料

払わなくてもいいのです。だけど、それ以外は見えないといったって、知らないだろうということ

で終わると。それはそうです、受信料取っていないから。ですから、これは重大な問題だから、今、

吉田委員の言ったように、テレビも買う、チューナーも買う、地デジに変えたといっても相当見え

ないところが出ると言っていました、電気屋さんが。ですから、これも議会で、１自治体や２自治

体行ってもだめですから、自治体みんなで総務省に陳情するようなこと、一言でも言ってくれと電

気屋さんに私に文書持って来ましたから、あした、文書を提出いたします。 

○副委員長（近藤守君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  胆振管内でも穂別が全然だめなそうなのです。まったくです。それで、

かなりお金もかかるということで、穂別も独自で総務省のほうにお願いしているのですが。これは

委員言うとおり、おそらく各市町村の中でも全然見えないところが出てくると思うので、これは町

村会と、議長会もありますけど、その辺にちょっと私のほうからいって、北海道全体で対応、そし

て、自治体にお金が余りかからないように、そして、個人の負担が極力少なくできるようなことで、

今後働きかけていきたいと思っております。 

○副委員長（近藤守君）  ほかに質疑もれの方はございますか。 

 お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、散会いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（近藤守君）  ご異議なしと認めます。 
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 よって、本日はこれをもって散会することに決定いたしました。 

                                           

     ◎閉会の宣告 

○副委員長（近藤守君）  本日はこれをもって散会いたします。 

 なお、明日も午前10 時より委員会を開催いたしますのでご承知願います。 

 

（散会 午後４時５３分） 


