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平成２２白老町議会建設厚生常任委員会会議録 

 

平成２２年 ４月２０日（火曜日） 

  開 会   午前１０時０３分 

  閉 会   午後 １時５４分 

                                                 

○会議に付した事件  

１．陳情第１号 白老愛泉園改築に伴う町有地の無償貸与に関する陳情書（健康福祉課） 

                                               

○出席委員（６名） 
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議 長  堀 部 登志雄 君 

                                                 

○欠席委員（１名） 

委 員  松 田 謙 吾 君 
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◎開会の宣告 
○委員長（玉井昭一君） ただいまより、建設厚生常任委員会を開会いたします。 

（午前１０時０２分） 

                                                 

 

○委員長（玉井昭一君） 次に、本日の委員会の日程について、事務局から説明いたします。はい、

上坊寺議会事務局長。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） おはようございます。本日は３月会議におきまして、本委員会

に審査付託されました陳情第１号 白老愛泉園改築に伴う町有地の無償貸与に関する陳情書の審

査を行うことになっております。陳情の提出者の参考人としてお呼びしておりますので、まず、最

初に提出された願意をお聞きしまして、その後、担当であります生活福祉部に入っていただきまし

て質疑を受け、それを日程としております。よろしくご審議をお願いいたしたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 陳情第１号、白老愛泉園改築に伴う町有地の無償貸与に関する陳情書を

議題に供します。これより審査に入ります。陳情書を事務局長より朗読させます。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） それでは、陳情書をお開きいただきたいと思います。２枚目で

ございます。件名です。白老愛泉園改築に伴う町有地の無償貸与に関する陳情書。 

要旨でございます。白老愛泉園改築に伴う町有地の無償貸与について。 

理由でございます。白老宏友会は昭和 59 年白老町並びに社会福祉協議会及び地域有力者の協力

のもと、白老で初めての知的障がい者更生施設「白老愛泉園」を開設しました。 

 その後、平成２年にグループホームを開設して、現在 11 カ所を運営しております。平成４年に

はベーカリーショップ「ななかまど」の開設、平成 12 年には、通所授産施設「ポプリ」を開設、

さらに平成 15 年には地域生活支援センター「あぷろ」を開設して現在に至っております。白老愛

泉園においては、この間、平成 13 から 15 年にかけて利用者の居室の洋室化、平成 19 年には水質

の悪化により白老町の許可を得て町水道の敷設及び給湯用ボイラーの更新などを行ってまいりま

した。しかし、築 26 年を経過して施設本体の老朽化と設備基準の変更や防災対策の強化、また利

用者のライフスタイルの変化に対応する必要が生じてまいりました。以上の現状から、早期に施設

の改築に踏み切りたいと考え、利用者の居室の改善・個室化・小集団化を進め「安心・安全」を基

本に計画を進めています。今日、社会福祉は措置（措置費）による運営から契約制度に変わり「誰

もが普通に暮らせる地域づくり」を理念に「地域の中で支える」福祉に展開されているのが現状で

あります。今回、白老愛泉園の改築に伴い、これらの理念に基づき市街地区に施設機能を移転する

計画を進めていることから、町有地の無償貸与についてご高配を賜りたく陳情いたします。現在地

から市街地移転の長所、（１）利用者の生活環境の改善を目的とする。（２）地域に開かれた施設と

しての機能をもたせる。（３）医療面の利便性が向上する。＜検診・検査・通院・入院・救急等＞

（４）地域における福祉サービス機関の利用が可能になる。（５）利用者の生活圏の拡充が図られ

る。（６）交通機関の利便性が確保され保護者との交流の機会が容易になる。（７）上下水道の利用
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が可能になり衛生面で大きく改善される。以上、白老町議会会議規則第 77 条の規定により陳情い

たします。平成 22 年２月 25 日、白老郡白老町字竹浦 344 番地社会福祉法人白老宏友会理事長小田

井虎雄、以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君） 次に、陳情の審査のための参考人として、社会福祉法人白老宏友会小田

井理事長。森理事及び白老愛泉園の大高施設長、３名を招聘しております。参考人の入室をお願い

いたします。 

暫時休憩いたします。 

休  憩（午前１０時０９分） 

                                                 

再  開（午前１０時１０分） 

○委員長（玉井昭一君） 休憩を閉じまして、会議を再開いたします。参考人のみなさん、本日は

大変お忙しい中、本委員会の陳情審査にあたり、参考人として快くお受けいただき、誠にありがと

うございます。早速、陳情提出者である社会福祉法人白老宏友会により、陳情書を提出された願い

についてお話を聞きたいと思います。それでは、どなたか願意の説明をお願いいたします。 

はい、小田井理事長。 

○社会福祉法人白老宏友会理事長（小田井虎雄君） おはようございます。きょうはたまたま、２

月 25 日だったと思いますが、私どもが運営しております白老宏友会の事業につきまして、いろい

ろ事業所がご存じのように愛泉園、これは入所施設でございます。それから、ポプリという通所授

産施設。さらに、グループホーム、これは日常生活者の介護といったところの支援センターがござ

います。さらにポプリの分場としてななかまどという、パンを製造し販売しておるという、この４

つの事業所を運営しておるわけでございますが、この中の一つであります愛泉園の改築問題につい

て、このたび、土地の問題がありまして、財政的に大変なものですから、それらのことについて町

あるいは議会のほうに陳情という形で申し上げまして、快くきょうのこの会議で、私ども事情を聴

いていただくという機会をいただきましたこと、心から御礼を申し上げたいと思います。 

また、議員の皆様には、きょうは堀部議長様をはじめ、建設厚生常任委員会の皆さん方に、こう

してお集まりをいただきまいて、私どもの意見を聞いていただくという機会を与えてくださったこ

とお礼申し上げます。日頃大変なお仕事をされてお忙しい中に、変わらず私どもの暇つぶしのよう

な話を、申し上げるというようなことで恐縮しておりますけれども、現状が、すでに愛泉園のほう

の建物が、大体建設して 26 年たっております。非常に環境の状態がよくなくなった。建物自体も

耐震装置を施しているわけでもございませんし、それぞれ平成 18 年の４月１日に障害者自立支援

法という法律が施行になりまして、それ以来法律に従って運営をしておりますが、いろいろ問題が

ありまして、そのたびごとに国のほうの基準といいますか制約がありまして、るる、一人部屋にし

なさいとか、あるいは個室にしないさいと。今までは２人部屋、４人部屋ということで入所をして

おりましたが、そういうような環境整備という面から、「個室化にしなさい」あるいは、個室化と

ともに他の問題もおきまして、平米数がいくらなければだめだとか、あるいは他の施設の事故から、

防火対策、いわゆるスプリンクラ―の設置問題だとか、または、施設そのものを耐震化しなければ



 4

いけないとかいうような制度が変わってまいりまして、そのたびごとに期限つきのことを示される

という面から、非常に財政的な面もありまして、土地や規模的なこともありますので、そこら辺を

何とかクリアしながら、私ども利用者さんという意味で、利用されている方々が、あるいは保護者

の方々の願いを充分聞きながら、安全で安心な日常生活、これを私ども普通の人と同じような状態

で生活をさせてあげたいという心を持ちながら、日常利用者さんを指導、生活介護をしながら生活

支援、いろいろな面でお力を貸してあげておりますが、なかなか今回は、先ほど申し上げたように

非常に老朽化が激しい、そしてまたご存じのように、場所が町側から離れた遠くにありまして、普

通の生活状態から離れた閉鎖的なところに住んでいると。そして日常生活をしていると。こういっ

た今の状況を、できるだけまちのこういったスプリンクラーの問題とか、あるいは耐震強度の問題

というのを考えますと、早急にこういった方々の幸せという考えを、我々財政的な面もありますが、

国の補助基準もある程度決まっておりまして、道からと私どもの自己財源の中で、そういった建物

改築の、整備資金というのですが、これらの書類に皆さん方お手元に行っていると思うのです。あ

る程度読んでいただいて、内容を知っていただいたかなという感じはいたしますが、これらのこと

について今回どうしても建設する土地がない。それだけの余裕もないというようなことから、厚か

ましく議会のほうへ、土地を無償で借用したいな。これを機会にそういった利用者さんの将来の福

祉のために、この方がどちらにしても年々高齢化してまいりますし、だからといって、扶養者とい

いますか親御さんたち。あるいは親戚兄弟たち、そのように高齢化して面倒が見られなくなっても、

自分のところで連れていって面倒をみるというようなことは、到底今の時点では考えられない。 

そうするとやはり、将来に向かって、今は入所で日常介護しておりますが、将来は天寿を全うし

てもらうためには、私どもがあえてまた、生涯をその場所で受けるというようなところまで考えな

がら進んでいるわけですが、それはそれなりに将来のことになりますが、こういったことは当然考

えてあげなければならない事業だなというふうに考えております。 

 そのようなことを含めて、差し当たり、この自立支援法で定められた 23 年度中に、一たんこの

事業を見直すということの期間になっておりますし、その見直し後の体系については、改めて基準

を設けて進めるというような国の方策でございますので、これまで何とか、今現在の事業を将来に

向けて変えていかなければならないというような事態にもなっております。 

 これらにつきまして、きょう、私ども役員の中の一人であります第一委員長代理の森理事と愛泉

園の施設を見ております大高園長を連れてまいりました。こういったことで、私の説明不足の至ら

ないところは、お二人に補足説明させていただいて、委員の皆様方にご理解を賜りたいと。温かい

ご理解を賜りたいということで参上いたしましたので、よろしくその辺ご質問いただき、ご理解を

いただければ、措辞なごあいさつで申し訳ありませんが、そのようなことでよろしく、きょうご審

議のほどを賜りたいと思っております。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） はい、ご苦労さまです。それでは、計画書について簡単に説明いただけ

ればと思います。はい、大高施設長。 

○白老愛泉園施設長（大高宏雄君） はい、この改築計画について簡単にご説明いたします。冒頭、

小田井理事長からもお話ありましたが、昭和 59 年、白老町で初めての知的障がい者の更生施設を
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開設させていただいております。この 26 年間、グループホーム、共同作業所として、発足しまし

たパン製造販売のななかまど、それから平成 12 年に通所授産施設ポプリ、それから平成 15 年には

グループホーム等の生活支援をするあぷろというセンターも開設をさせていただいています。 

 法人全体では、その中で利用者数 159 名、それに対する職員についても 72 名に上っております。

白老愛泉園においては、この間平成 13 年から 15 年にかけて、利用者の居室の洋室化、19 年には井

戸水の水質の悪化において白老町の許可を得て、市街地より 2.5 キロメートルの水道管の敷設工事

や、給水用ボイラーの更新等、利用者の生活改善に心がけてまいりました。しかし、施設本体の老

朽化と施設基準の変更や、利用者のライフスタイルの変化に対応する必要性が生じてまいっており

ます。利用者は、現在 10 代から 80 代まで 44 名在籍をしております。最高年齢は 85 歳、さらに在

園年数は 26 年にわたっております。また、居室についても４名居室を中心に２名居室とあり、個

室対応にはなっておりません。また、障がい区分においてもＡ区分が 84％に達しており、重度の利

用者が多く利用しております。以上の状況から、早期に施設の改築に踏み切り、利用者の改善、個

室化小集団化を進めて、安心・安全を基本を計画に進めております。今日、社会福祉は措置費から

契約制度へと流れております。障がいのあるなしにかかわらず、誰でも普通に暮らせる地域づくり

やみんなで支えあう社会づくりであります。改築に至る理由ということで、建物本体等の部分が相

当老朽化をしているというような形、それに対応するというようなかたちです。施設整備基準の改

正ということで、59 年当時は一人当りの専有面積が 3.3 平方メートル以上あればよろしいというよ

うなことであったのですが、今、自立支援法の関係では、３倍の 9.9 平方メートル以上なければい

けないというような変わり方になっております。それから、高齢化、障がいの重度化に伴い、各居

室の個室化やバリアフリーなど生活環境の改善も必要になってきています。消防法の改正、先月、

札幌のグループホーム等で多数の人たちが尊い命を失ったということで、こちらのほうについても

257 平方メートル以上の部分についてはスプリンクラーを設けるというような形で、現在愛泉園に

ついては 800 平方メートル等々の部分で、この部分についてもやはりスプリンクラーを設けなけれ

ばいけないという形になっております。それから、地域の中で自立を促し、社会全体で支援してい

くというような時代の流れ等もございます。そういうような部分で、私どもは今の、現在の場所か

ら、市街地へ移転したいというようなことで、この陳情書を提出することに至っております。 

移転した場合の推定床面積は 1,800 から 2,500 平方メートル。約 545 坪から 757 坪。敷地面積も

9,000 から１万平方メートル。2,700 から 3,030 坪くらい必要ではないかというような形に思って

おります。移転先の施設利用としましては、今現在旧体系施設をやっておりますが、新体系施設に

移行するということで、日中系と夜間系にわかれるというような形で、日中系については生活介護、

夜間系には施設入所支援というような形。それから、短期入所事業、日中一時支援事業等の部分も

要因になるだろうと思っております。学童期の放課後支援事業だとか、高齢者の給食サービスを行

うだとか、高齢者や青少年の体験サロン的な利用を行う。それから、地域ボランティアの拠点の部

分で、施設開放等の部分を利用しようというふうに思っています。移転後の旧施設の利用について

は、日中活動の部分にしようということで、野菜・山菜等の部分を、引き続きその場所で行うとい

うような形。それから、地域高齢者とともに農業交流事業等の部分も計画しております。改築に伴
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う財源、一般的に地方の同等の施設の改築工事の平均を取ると、利用者１名当たり約１千万円かか

るというようなことになっているようです。40 名の施設というようなことになると、建設資金につ

いても約４億円が必要になるというような形。実は、国庫補助金を使いたいと考えております。全

体の２分の１の２億円が国の資金、道費補助金は４分の１の１億円、地方財源についても１億円と

いうような部分が必要になると。現在、この１億円についても、法人としては大変厳しい額であり、

一部借入をしないといけないのかなというふうに思っております。まちに出ていく、市街地に出て

いくということは、その下の土地代についても賄うことは、法人にとっても大変難しい状況である

ということで、今回町有地の無償貸与というような部分で陳情書をお出ししたというような状況に

なっております。なお、23 年度の社会福祉施設等整備計画書というような部分については、道を経

由して国に上げていかなければいけないということで、提出期限が６月というようなことになって

いますので、できれば早目のご判断をいただけますと幸いだと思います。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） はい、ご苦労さまです。それでは、これより委員の皆様から、陳情書の

願いに対して、質疑をお受けいたします。質疑のある方どうぞ。ありませんか。はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） はい、大渕です。何点かお聞かせ願いたのですが、１つは、現在地から市

街地へ移転の長所というのが書かれていますが、利用者の生活環境の改善というのは、施設の入居

している人たちの、建物に対する要求だけなのか、今あそこに、お向かいに大規模な家畜施設が行

きました。そういうことの影響はないのかということが一つ。それから、３番目の医療面における

利便性というのが書かれているのですが、検診・検査・通院・入院・救急等の場合、現状どのよう

になっているのか。今の状況がどのような状況なのかということ。当然同じもの、町のほうに出さ

れていらっしゃいますよね。多分出されていらっしゃると思うのですが、町との対応が、議会は陳

情で出されてきていますが、町との対応はどのような状況、もし接触があったとしたらどのような

ものか、差し支えない範囲でお願いします。もう一つ、今のご説明でいうと期間的に余り余裕がな

いのではないかと思うのですが、どれくらいの期間的な余裕があるのか、そこらはこれから我々が

議論する場も、非常に大きな部分なのです。今後の推進計画をみると、後でまたどなたか聞くかも

しれませんが、余裕が余りないのかなという気がするのですがそこら辺のところ含めて、４点ほど

お聞かせ願えればと思います。 

○委員長（玉井昭一君） はい、大高施設長。 

○白老愛泉園施設長（大高宏雄君） はい、大渕委員のほうの部分で、４点ほどご質問があった部

分。まず、現在地の部分ですが、隣に大きな酪農の部分があるということで、一昨年から本格稼働

したということで、特に今の段階では大きな部分ではなっておりません。ただ、お話を聞くと第２

期工事については、川からこちら側のほうの工事を行うということで、最短で、その工事内容とし

ては 150 メートルくらい近くに牛舎が来るというようなことになれば、また状態が変わるかもわか

りません。２番目、通院の業務ですね。状況ということで、高齢者が多くなってきたということで、

入院をする方についても多くなってきております。昨年度については、医療的な部分、高齢の関係

で１名が介護施設、寿幸園のほうへ行かれたというような形になっております。通院についても、

白老町、苫小牧、室蘭、それぞれの専門の医院のほうへ通院をしているというような状況になって
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います。だんだん通院の数というのは多くなる。入院の数も多くなってくるというような形になっ

ています。３点目、町への申請ですが、２月 25 日に議会に陳情書を要望したというようなことで、

同じ時期に要望書を提出しております。その部分については、今回、陳情書の内容とほぼ同じよう

な内容で入れております。ただ、土地の規模、床面積と規模、それから期間のほうの部分について

も、23 年度施設整備をかけたいというようなことで、６月くらいまでにその部分があるというよう

なことで、早急にお願いをしたいというような形では、その要望書の中に入れてあります。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 期間的に、申請行為は大丈夫なのですか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、大高施設長。 

○白老愛泉園施設長（大高宏雄君） 実は、申請の中で、建物の位置図、基本設計、実施設計はま

だ行えませんので、基本設計をやるというようなところですが、土地も決まりませんし、広さもど

のような状況だということで、わかっておりませんので、基本設計も入れないような状況になって

おります。ですから、６月という部分については大変厳しいと私は感じております。 

○委員長（玉井昭一君） はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。現地の状況はわかりました。例えば医療面で、入院・通院含め

て大変だというのはよくわかりますし、現実的にあの場所が医療面におけるネックが大分あるのか

なという気が私自身はしているのです。最後の部分で現実的に土地がいつまで決まれば間に合いま

すか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、小田井理事長。 

○社会福祉法人白老宏友会理事長（小田井虎雄君） 今、大高施設長のほうから答弁ありましたけ

れども、道・国の方針としては、６月中にこの申請をしなければ、今年度は見送られるということ

になります。それがぎりぎりだと。昨年は２カ月間の余裕があったのですが、ことしは政局がこの

ような状態ではっきり申し上げてこれを早くまとめておきたいという方針があるようです。そのた

めに２カ月間短縮された。この計画を土地がはっきりして、そこにどのようなものを建てるか。予

算的なもの、こういったものを完全なものにして提出しないと道のほうでは受け取ってくれません。 

それが６月ぎりぎりですから、それを超えたら今年度のものにならないという、本当に緊急的な、

余裕がないという時期に至っておるものですから、なるだけ早く結論を出していただければという

正直なところでございます。 

○委員長（玉井昭一君） はい、ほかに。山本委員。 

○委員（山本浩平君） きょうはご苦労さまです。私も、この内容そのものについて異論はござい

ません。基本的には異論はないのですが、その期間が非常に短すぎるというのが印象でございます。

と申しますのは、きょう初めて議会のほうの審査、４月 20 日ですね。６月中というのは、本当に

期間がないということと、何よりも一番大切なのは、これからもし町のほうで了解しましたと。こ

ういったところを提供しますよということで出てきて、そこで愛泉園さんも、ここならいいですよ

となったときに、次に一番大切なこと何が始まるかというと、町内会の理解なのです。これが私は

一番欠かせないことだと思います。もし、その町内会の中で、例えば一人でも、一家族でも反対が
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ある。二家族でも反対があるとすれば、町内会長さんですとか、いわゆる町内会の幹部の方々の役

割というのは非常に大きくなりますので、そういう運動も当然しなければなりませんので、そうい

った意味で期間的な猶予がなかったということが非常に残念かと思います。できるのであれば、も

う少し前に、このような計画があるのであれば、町のほうにも議会に対しても、アプローチする時

期も、もう少し前倒しにやっていただければ町内会に対しても理解いただくための作業期間も得ら

れたのかと感じるところなのです。この辺は、感想なのでコメントあるかどうかわかりませんが、

どのように考えられていますか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、森理事。 

○社会福祉法人白老宏友会理事（森 豊吉君） 私のほうから、経過を含めまして一言お願いした

いと思います。昨年度に、現地をもって改築を行ってはどうかという計画のもとに申請をしたので

すが、その時点でいろいろ先ほどから出ております建物の老朽化。水道は引きましたが排水管の整

備、環境整備等を勘案いたしますと、今見積りで、概算４億円というお金を出しておりますが、３

億数千万円の経費がかかるということが、後日明らかになってきたわけです。急遽、それくらいの

経費がかかるのであれば、この際、入所している利用者の方の利便性ですとか、あるいは健康上の

問題、高齢化の問題とか、そのようなことで、できるならば市街地またはその近隣に進出して、先

ほど説明、るる、ありましたが、そのようなことで移転することによって、その後地域の活性化で

すとか、独居老人の問題ですとか、短期入所の問題ですとか、そういうことが地域あげて解消でき

る施設にしていくと。そういうことが、かえってそこに進出することによって、地域に貢献もでき

るし、また人を採用する、地域的な高まりも生まれるというようなことから、急遽１月ころそのよ

うな考えに至りまして、準備を進めてきたわけです。その後、運営委員会等もつくりまして、その

中でさまざまな問題点等洗い出して、どうしてもこれは市街地に出ることによってグループホーム

の問題、各施設との連携、あるいは地域のいろいろな問題に貢献できるのではないか。だから、施

設としてもそういうことを兼ねた、大きな施設にする必要があると。自分たちだけで、あるいはそ

こに働く者だけではなくて、地域にも貢献できるような要素をもっていこうということから、急遽

今まで説明をされた内容含めまして、お願いにあがったというのがこれまでの経過でございます。

以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君） 今、山本委員が言われたことは、期間的なことなのです。期間が、例え

ば、町内会の了解を得ることだとか。設計しなければならないことだとか。そういうことが、基本

的には簡単にいうと、間に合うかどうかということです。そのことを聞いているのですが、それが

今、期限が６月いっぱいですよと。仮に、ここで町側も議会側もいいですよとなったときに、それ

が間に合うのかどうかということが一点と。もし間に合わないとしたら、来年になって、来年また

申請を受け付けてくれるのかどうか。この辺の問題です。これをどのように考えておられるかとい

うことをお答えいただきたいのです。正確には答えられないかと思いますが、おおよそ。はい、大

高施設長。 

○白老愛泉園施設長（大高宏雄君） 住民の理解を得るという部分では、まだ場所も広さも決まっ

ていませんので、その後から設計や住民の理解を得るという部分では大変厳しい部分の時間しか残
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っていないというような感じです。この計画を出す部分についても、胆振支庁については、やはり

住民の理解を得ていただきたいというのが決定要件というか、提出要件に入っています。そういう

部分では大変難しい。23 年度の部分については、難しいというような形になれば、24 年度という

ような形でやらざるを得ない。ただ、これは胆振支庁に 24 年度に延ばすということは言っており

ませんので、一応 23 年度の部分で出すような形で進めていくというような形ですので、それはま

た胆振支庁と協議しなければいけない部分があると思います。 

○委員長（玉井昭一君） はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） ご苦労さまでございます。今の大高施設長のお話の中で、タイムスケジュ

ール的に非常に厳しいと、今理解しました。要するに、申請を上げる窓口である胆振支庁との協議

も必要だという話の中で、今年度が最悪間に合わないということを判断されたとき、６月に間に合

わないと判断されたときに、翌年になろうかと推測するのですが、この補助メニューというのです

か、建設に係る国庫並びに道費の補助の２分の１という制度はそのまま生きているということで理

解していいのですか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、大高施設長。 

○白老愛泉園施設長（大高宏雄君） 全体の総額は変わるかもしれませんが、この制度自体は来年

度、再来年度も続いていくというふうな考え方をもっています。 

○委員長（玉井昭一君） はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 申し訳ないです。この事業計画書、非常にわかりやすく書かれていると思

うのですが、支庁のほうからのひな型もあろうかと思うのですが、８番目の今後の推進計画という

中身の中で、今理事長さんからも、理事さんからもお話聞いた中身の地域に入っていろいろなこと

を進めていくという中身で、ちょっと気になったのですが、教えてもらいたいのですが、27 年度の

推進計画の中に、一番下にケアホームの建設というのが載っていますね。このケアホームの建設、

８名から９名というのは、今回の本体の建設するところの付帯設備ということで考えておられるの

か、それとも全く今のグループホーム的な要素で、たとえばまちの中に点在するというケアホーム

なのか、そこだけ聞かせてもらいたいと思うのですが。 

○委員長（玉井昭一君） はい、大高施設長。 

○白老愛泉園施設長（大高宏雄君） ４ページの 27 年度の最後にケアホームの建設というような

形、実は、現在グループホーム、それからケアホームという２種類に地域生活支援の部分がありま

す。グループホームというのは夜間系について、一部泊っている方もありますが職員が泊るという

部分はあまりないホームになります。ケアホームについては、介護度の高い方々が地域に住んでい

るというようなことで、その部分をケアホームというような形の言い方をしています。できれば、

本体施設ができた後に、近郊にケアホームをつくっていきたい。これは、この事業の附帯事業では

ありません。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） はい、ほかありませんか。はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君） どうも、きょうはご苦労さまでございます。先ほどから出ている話の中で、

やはり地域住民の方々との連携ができていかないと、今後展開される計画を見させていただきまし
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たら、地域とのかかわりを非常に大きく持ってはいらっしゃるのですが、これの内容自体はすばら

しいと思っているのですが、どうしても今年度６月末までにこれを何とかしたいというのは、何か

理由があるのでしょうか。その辺がわからないのでもう少し詳しく教えていただければと思うので

すが。 

○委員長（玉井昭一君） はい、小田井理事長。 

○社会福祉法人白老宏友会理事長（小田井虎雄君） これにつきましては、このことについて事前

に３人で胆振支庁へ行って、どういう方法で期間がどのくらいの間に申請すれば間に合うのかとい

うことで、事前に３月の初めだと思うのですが胆振支庁へ行ってきました。そのときに説明があっ

たのですが、２カ月早くなったということと、その当時の係りの者が今回転勤されたと思うのです

が、そのときにこの事業は来年度も続くのでしょうかと、国費の問題について確かめたときに、そ

の方ははっきり申し上げられないけれども、これは前の政府の引き継いだ事業であって、いわゆる

自立支援法が今回廃案にすると。総合福祉法という法律に全面に変えるということを声明していた

時代ですし、その職員もこれが果たして来年度続くかどうかということは、言明できないというこ

とを私は聞いているのですが、大高施設長は、来年度、再来年度も続くということを今申し上げた

のですが、私自身は疑問に感じているところなのです。果たしてこれだけの国費を補助金として出

してくれるかは、疑問視はしております。そのようなことで聞いてまいりました。 

○委員長（玉井昭一君） 今、小田井理事長が言われましたように、そこが一番問題なのです。今

年度どうしても出さなければ、補助的なことが受けられないのか。次年度になると、これが廃案に

なるのであれば、何とかできるだけのことはしなければならないというのは、町民皆様の心だと私

も思うのです。ですから、その辺が一番ネックになるということが、皆さんの聞きたいところだと

思うのです。だから、これが来年も続くのであれば、私たちがちょっと話を聞いた中では、６月中

にというのは、設計もして町民の理解も得てということになると、これは２カ月で、その間で果た

してできるのだろうかと。胆振支庁に対しては計画と設計だけで、とりあえず持っていくというこ

とにしかならないのではないかと思うのだけれども。設計はできると思います。もちろんプロに頼

むのですから、それは例えば１カ月なら１カ月でできるということになると思うのです。だけれど

も、町民の理解というのは、これは期間がいりますよね。間違いなく。その辺のことが今年度、６

月締め切りでできるのかということが一番のネックだし、来年度になれば補助金をもらえなくなる

かもしれないということのその２つ。この辺が、どうやってクリアできるかが一番問題だと思うの

です。今、ここで私たちがそれに介入して、どうのこうだということは基本的にはないのだけれど

も、間に合うかどうかということだけです。はい、森理事。 

○社会福祉法人白老宏友会理事（森 豊吉君） ざっくばらんに申し上げます。１つは、継続して

申請すると。１年置いてということはまず考えられない。それから、できるだけ早急に、時間を短

縮して、何とかこぎつけて、そういう考え方を胆振支庁に理解してもらうということが、私どもの

１つの仕事として避けられないところがあるわけです。今、課題になっております町民の方の理解

ということにつきましても、これはやはり誠意をもってお願いするしかない。それが長くかかるの

か、短期間で終わるのかは未知数なのですが、そういう努力をしなければいけないというふうに考
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えておりますし、先ほど理事長が申しましたように、今年度限りだよと。22 年度でそういうことが、

きちんとしなければいけない。その後のことは、継続するともしないとも言えないということなも

のですから、どのように変わるかははっきりわからない。私どものお願いとしては、そういうこと

がもう少し、１年２年先に延びて、そのことに非常に、国としても道としても力添えいただければ

という願いは持っております。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 委員の方、ほかありませんか。はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。例えば議会に、今陳情されています。これはここの常任委員会

なのです。ですから、本会議に正式な報告をしなければいけないのです。それで初めて、そこで承

認されれば議会が議決したということに、この陳情は受けましたと。採択するかはこれから我々で

議論するわけだけれど。採択した場合は、そこで採択しましたよ。それが、本会議できちんと報告

されて、そこで皆さんの承認を得なければ、議会が決めたというふうにはなりません。ですから、

期間のことを言うというのは、ですから３月に出された陳情が、今までというのは、３月議会にか

かって、そして今の状況になっているわけです。ですから、期間の問題というのは極めて重要なの

です。１つはね。それで聞いているのです。そこが１つと、要するに、例えば４月いっぱいで議会

が上げたとしても、町との関係がありますよね。町の土地を貸してくれと言っているわけですから。

まして、これを見ると１町歩ですか。１町歩の土地を貸して下さいと。我々もパッと見て、１町歩

の土地などそれほどたくさんあるわけではないのです。あちらとあちらしかないとなってしまうの

です。現実問題として、町がこれから買って皆さんにお貸しするということなどあり得ないですか

ら。皆さん方もそのような考え方持っていないと思うのです。そうなれば、時間との勝負で、例え

ば４月いっぱいに決まったら、６月までできる、できないは別です。できなかったから皆さん責任

があるなどと、そのようなことを言っているのではなくて、間に合うだけのスケジュールで仕事が

できますかと。それは町内会の説得を含めて、やってみなければわからないというのは、それはそ

うですが、我々はその努力をしたいということであれば、局長、例えばここが結論を出せば、26 日

の議会に無理ですか。 

大体一番早くていつですか。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） ５月になります。 

○委員長（玉井昭一君） ５月連休明けだな。 

○委員（大渕紀夫君） ５月だとなれば、１カ月ちょっとしかありません。もちろんそれまで、町

が決めていての話です、現実問題として。ですからそういうスケジュールの中で、皆さん方がどう

いうご判断をされるのかということも含めて、我々は議論しないと、始めから無理だということを

議論しても仕方がないわけですよ。当然、今の状況でいけば、お話のとおり私も実は、この補助基

準どおりになるかというのはわからないなと思います。継続されるかもしれないし、されないかも

しれない。そこら辺が、最大限の努力をして、先ほどからしつこいのですが、本当に連休明けくら

いの議決で、例えば町が決まったとして間に合いますか。詰めるというのではなくて、努力をして

間に合いますか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、小田井理事長。 
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○社会福祉法人白老宏友会理事長（小田井虎雄君） 大渕委員さんのおっしゃることよくわかりま

した。そういうシステムだということもわかりました。私自体は、今回にかけたいと思っています。

これ以上延ばすことは利用者さん本人にも、大打撃といいますか、ご迷惑をかけるのはもちろんで

すし、親御さんたち、扶養者さんのご期待も、昨年度から、今、森理事が言ったように、昨年も一

度出したのですが、これもたった３日少なくてだめになったのです。正直に申し上げます。そうい

うことがあるものですから、本当に１月からずっとこの問題にかけて会議も持ちましたし、いろい

ろ進めてまいりましたし、私は今回限りだと。これ以上延ばして果たして国の財政がどうなのかと

いうことを考えると、とても安閑としてはいられません。ですから、はっきり町のほうでここの土

地を貸してあげるとかと、あるいはそれをご承認いただいたということであれば、これは本当に先

ほど大高施設長が言ったように、地域の方々の、住民の方、周辺の町内会長さんはじめ、町内会の

役員とか地域住民の方には、十分説得できるような態勢で、役員一同が日夜をかけて懇談に行って

話をしなければならない。最低限の、こちらのほうで決めていただく時間、期間、これに合わせて、

私どもの予算を含めた計画、一連の書類だけはどうしてもあげたいなという覚悟で、私はおります。

以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君） ほかございませんか。１つだけ、私商売をやっているものだから、ある

程度聞いてわかっているつもりでいるのです。なぜかというと、スプリンクラーの件、これはここ

にも書類にも載っているけれども、このスプリンクラーについては、旧施設に対して、いついつま

でにやれというような命令は国から来ていないのかどうか。それは、例えば、それをやるかやらな

いかによって、新築することについても影響はないのか。期限的なことはあるのかないのか、それ

だけ一つ。はい、大高施設長。 

○白老愛泉園施設長（大高宏雄君） 既存の福祉施設については、スプリンクラーを設置するとい

う部分については 23 年３月まで設けなさいというふうなことで、この部分については国の耐震化

基金等の部分で一部充てるというような形になっております。 

○委員長（玉井昭一君） ということは、23 年３月ということは、例えば仮に新築着工して、１年

でできたということになれば差し支えはないですね。しかし、延びると差し支えが出てきますね。

はい、大高施設長。 

○白老愛泉園施設長（大高宏雄君） 一応、現段階で既存施設、今の白老愛泉園の部分については、

昨年の段階で 23 年度にその工事を行うといいような形でやっていますが、その１年後に、これが

使用しないというようなことになると、国の補助金を使いますので、これは問題が出てくるだろう

と思います。 

○委員長（玉井昭一君） はい、わかりました。今のいいですね。最終的な答えというか、私が今

言ったのは、旧施設のスプリンクラーの期限というか、その期限が新施設の申請についての兼ね合

いがうまくいくのかどうかという意味なのですが。小田井理事長。 

○社会福祉法人白老宏友会理事長（小田井虎雄君） その考え、確かにあると思うのですが、この

スプリンクラーにしても、実は昨年どのくらいかかるのか調べてもらったのですが、3,600 万円く

らいかかるだろうということなのです。そうすると、それを今回、改築を認められないでそのまま
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いくと、今大高施設長が言ったように、どうしても取り組みをしなければ、工事をしなければなら

ない問題です。時間がかかって延びたと。23 年度にこれを申請するということになれば、無駄な経

費がそこにかかることがはっきりしているのです。そこら辺を考えないと、大変なことになるとい

う思いがあるものですから、私は今回、一挙に期間中に何とかしたいという覚悟でいるということ

です。 

○委員長（玉井昭一君） わかりました。ほかに質問ございませんか。はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君） もう１つだけ、この計画の中で高齢の方々がどんどんふえてきているとい

う話がありまして、それでこの施設をつくるという計画があるのですが、これはできた後にケアホ

ームの建設とかいろいろ書いてありますが、これは一般の方々も入れるというふうに考えていいの

ですか。それとも施設の中の人たちが、そういうところを利用するというふうに考えていいのでし

ょうか。それともう一つ、ここに障がい児童への放課後支援事業と書いていますが、こういうこと

になりましたら、障がい児の児童となるとかなりまちの中心部でなければ無理なのだろうなと思う

のです。そうなったときには、この子供たちを放課後支援事業開始するという、その中でどういう

ようなことをして、どういうようなお子さんたちをここでというふうに考えていらっしゃるのか、

その辺よくわからないので教えていただけますか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、大高施設長。 

○白老愛泉園施設長（大高宏雄君） 実は、23 年末までに新体系に移行するということは、自立支

援法に基づく施設に移らなければいけないということになってきます。その中には、３障がい、知

的・身体・精神の人たちが一緒になって入れるというような形になっています。ケアホームも自分

のところの、今現在いる愛泉園の利用者だけではなくて、地域でもろもろいる方々も入れるような

状況にはなっております。第２点目、障がい児の放課後授業です。これは現在、小学校３年生まで

は受け入れるという方式がありますが、４年、５年になると、受け入れシステムがありません。そ

ういう部分の利用者、もし望むならば、それらの人たちを学校から、親御さんが帰るまでの間、施

設の中で一時待機場所というような形の部分をやって、親御さんが帰ってきたらお返しするという

ような状況の事業を行いたいというふうな部分で載せてあります。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君） わかりました。この施設の建物の期限も大事ですが、そちらのほうに移行

するという部分での施設もきちんとしなければいけないという部分の非常に大切だということで

すね。そういうふうに理解してよろしいですね。 

○委員長（玉井昭一君） はい、大高施設長。 

○白老愛泉園施設長（大高宏雄君） そうです。一応、３障がいが一本になるということで、やは

り今の部分よりもまち場に出てきて、いろいろなサービスを繰り広げたいという考えも、このまち

場に出てくるという計画の中に入っています。ですから、今の、頭の中で考えている施設群の中で

は、入所施設だけではないというような考え方で考えています。 

○委員長（玉井昭一君） はい、ほかございませんか。はい、それでは、質問がないようでありま

すので、参考人の皆さん大変ありがとうございました。退席をお願いしたいと思います。どうもご
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苦労さまでした。 

 暫時、休憩いたします。 

休  憩（午前１１時１２分） 

 

再  開（午前１１時２４分） 

○委員長（玉井昭一君） それでは、休憩前に引き続きまして、会議を再開いたします。 

本陳情書の担当である生活福祉部の皆さんに説明員としてお越しいただきました。 

本陳情書について、意見を求めます。はい、辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 今回、愛泉園の改築についてということでの陳情でございますけ

れども、一応町と愛泉園とのやり取りにつきましては、２月下旬から相談を受けまして、正式には

計画書をいただいたのは議会と同じく、４月に入ってからということでございます。この間、いろ

いろ白老宏友会の考え方、聞いてございます。計画書のほうにもございますが、施設本体の老朽化、

あるいは入園者の高齢化、あるいは障がいの重度化に伴う生活環境の改善ということでの個室化と

かバリアフリー化、また、地域の中で自立を促して社会全体で支援していくと、そのような方向の

中での市街地への移転。そういうような趣旨につきましては、町のほうも十分理解し、対応してい

きたいなと考えてございます。現在の町のほうの検討状況でございますが、白老宏友会からは、敷

地の無償貸与という形での要望を受けてございまして、町有地に適当な用地がないかということで、

現在検討作業を進めているところでございます。いろいろ市街地に離れている部分ではあるのです

が、市街地あるいは隣接しているところという条件の中では、ある程度限定されるということで、

現在、この辺については検討を進めているというところでございます。実際候補地ということで、

今後ある程度しぼっていきますと、地域住民の方の理解を得なければならないということで、地域

に方のご意見も聴きながら、絞りながらある程度なるべく早い時期に宏友会側の意向に応えられる

ような形で進めていきたいなというふうに考えてございます。これまでの検討状況、現在の状況に

ついては簡単ですけれども以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君） 町側に対する質問、皆さん、委員の方ございましたらどうぞ。はい、大

渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。今のお話では積極的に町側は、園の要請に応えたいということ

で検討をしていると。そういう理解でいいかなと思うのですが、今も陳情者からいろいろ聞いたの

ですが、一番の問題は時間との問題だと思います。それは、町側も当然認識されていると思うので

すが、町側の結論を最大限早く出せる期限というのはどれくらいでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 現在の状況については、ある程度絞りつつあります。ただ、これ

を公表するという部分について、先ほどもお話ししましたように、地域住民の方の理解というのが、

事前にその辺でネックとなっていけないなということで、その辺の手法、ほかの土地利用とか都市

計画の問題、そういう部分で十分検討を重ねているところです。それで、私どもとしてはできれば

５月中旬くらいをめどにある程度絞って、向こう側にも伝えていきたいと。聞くところによります



 15

と、来年度の補助申請に向けてということで、６月が一つのタイムリミットかなと聞いております

ので、それに向けた対応をしていきたいと考えてございます。 

○委員長（玉井昭一君） はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。タイムリミットをご理解されての上での検討だということです

から、それはそれで結構だと思います。ただ、今のお話しでは、貸与する土地の部分についていえ

ば、住民の合意もある意味、そういうことも視野に入れた形での５月中旬ということでしょうか。

それとも、全く土地を貸すということだけを決めて５月中旬から動いて、６月いっぱいの申請って

間に合うのかなという気がものすごくしているものですから、僕が言っているタイムリミットとい

うのはそういう意味のタイムリミットなのです。そこら辺は。 

○委員長（玉井昭一君） はい、辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 道に対して、申請時期にどの段階でという部分で明記できるかど

うか別にしまして、申請する部分においては、地域住民の合意形成に部分でどの段階まで進んいる

と。そういうことは、町としての作業として、こういうことをやっていますという形の中で入れて

いきたいなと。実際、地域住民の合意形成を得るにもどの段階までというのがありますので、例え

ばもし、関係する町内会の総会というようなことになると、ちょっとそこまでこの中で取れるかど

うか別にしまして、ある程度役員の方ですとか、その辺くらいの理解については得て、申請しても

その部分は合わせて急いで進めていきたいなと考えてございます。 

○委員長（玉井昭一君） ほか。はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 先ほど、陳情者からの説明を受けたわけですけれども、願意そのものは理

解できる内容ではあるなと思うのですが、余りにもタイムスケジュール的に愛泉園側さんが、町の

ほうに初めて２月の 25 日と言っていましたが、要望書を提出された、そしてまた議会の説明はき

ょうですから。きょう陳情ですから、余りにもタイムスケジュールがなさすぎると。これは本当に

地域住民の説明、理解、コンセンサスを得る期間もほとんどございませんし、６月ということに限

定すれば、その部分については非常に町側も困惑しているところがあると思うのですが、率直なご

感想を伺いたいなというのが１点。それともう１点、医療法人や福祉法人に対する無料貸与に関し

ての実例、これを教えていただきたいなと。この２点です。 

○委員長（玉井昭一君） はい、辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） スケジュールに関してのご質問ですけれども、私どもも２月の下

旬にご相談を受けて、実のところ期間がない中での検討ということで、来年度ということではなく

てもうちょっと先の部分で、例えば 23 年度年度以降といいますか、24 年度とかその辺のご相談も

させていただきました。ただ、宏友会側の意向が、少しでも早くという部分での要請ということで、

そういう町としての考え方は、スケジュール的なものありますけれども、ある程度対応可能であれ

ば、それに合わせていきたいなということで、現在作業を進めているというところでございます。 

 向こう側が急いでいるという部分については、当初の段階では町のほうもそういうふうにしてご

ざいます。他の法人に対しての無償貸与の実例については西課長のほうからご説明いたします。 

○委員長（玉井昭一君） はい、西健康福祉課長。 
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○健康福祉課長（西 幹雄君） 町のほうで町有地を無償貸与した例としては、３件ほどございま

して、１件目は竹浦 101 番地、旧白泉閣の跡地です。貸与者は社会福祉法人エコライフ、理事長は

藤田英雄さん、これは 3,666.11 平方メートルです。貸与期間としては平成 14 年から平成 34 年ま

での約 20 年間。２点目は萩野 73 番地、生田医院の横のさくらの土地です。ここは面積としては

1,651.77 平方メートルでございまして、貸与期間は平成 16 年８月から平成 36 年の 20 年間。３点

目は、ことしから民間の幼稚園の関係で、旧小鳩保育園のところに貸与しました日章学園、東町３

の 168 の 27、3,710.2 平方メートル、これは平成 22 年４月月から、これは２カ年ということで平

成 24 年３月までという、この３点が過去の例でございます。今、さくら幼稚園のところですが、

もう１つ、さくら幼稚園の団地の間の土地も、それが 340 平方メートルですね。ここも同じく２カ

年という形をしています。いずれにしても３カ所貸付です。無償貸与としては、社会福祉法人エコ

ライフまどか、それと生田医院さくらです。旧小鳩保育園だけは無償貸与ですね。３カ所ですね。 

○委員長（玉井昭一君） いいですか。はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君） なぜ、こういうことを伺ったかというと、当然こういったことは実例があ

るわけですから、内容そのものに関しては別に異論は、私はないのですけれども、町の土地を貸し

ます。そういった中で、これは福祉課とは異なる話になるのですが、例えば、建設に関しては補助

金なりお金を出してやるわけだから、それはその法人がどこの建築屋さん、大手を使おうと何を使

おうと、自由なところがあるのかもしれないけれど、当然町のほうからは、ジョイントベンチャー

ンの下でも、どこでもいいですから町内業者を、やはり使っていただくことの要請というか、そう

いったことも必要になってくるのではないかというふうに思っているのです。必ずしも、今までの

例ではそういったことを念頭においていないケースもときにはありますので、この辺に関しては、

町全体の考え方として、そういった部分もこういった厳しい世の中ですから、その辺も頭に入れる

ことが必要なのかと思いますが、いかがでしょう。私的の話ですけれども。 

○委員長（玉井昭一君） はい、辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 今の話は、補助金が採択になり、実施段階の発注の中での建設事

業者の選定ということであろうかと思います。町としては基本的に、極力地元の事業者さんを使っ

てほしいということで、今までもいろいろな民間事業については要請してございますので、福祉施

設についても、建設課あるいは理事者のほうと打ち合わせしながらそういうかたちで要請してまい

りたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 土地といえども、町民の土地だからね。これは当然のことですね。ほか

ありませんか。はい、氏家副委員長。 

○副委員長（氏家祐治君） 議論の中で、これから進むべきタイムスケジュール等々、そういった

ものは理解しました。私は、やはり町がこれから進めるべき福祉施策、障がい者対策、そういった

ものと合致した形の中での考え方が必要なのだと思うのです。３障がいの中での、これからの自立

に向けた、そういった取り組みがこの愛泉園に求められるとすれば、そういった意味での土地の無

償貸与というのであれば、私は全然問題ない話だと思うのです。ですから、先ほど愛泉園さんのほ

うから、これからの計画等々見せてもらいましたけれども、その中には、先ほど理事の方にもお聞
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きすればよかったのかもしれないけれども、旧態依然の、新しい放課後児童の受け入れだとか、そ

ういったものは新しい施策としてあるのかもしれないけれども、旧態依然の保護から保護へという

かたちの考え方が、どうしてもあるのかなと。やはり、考え方の中には、一般社会の中に送り出す

という考え方もあるのかもしれないけれども、どうしても計画書の中にはそういったものが盛り込

まれてこないのかなと。確かに難しいことなのかなと。一施設の中でそういった考え方ができない

難しいところもあるのかなと思うのです。そういったものが、町の福祉施策の中と方向性が、もし

一致しているとすれば、協力しながら、そういったところに取り組んでいくという姿勢が必要なこ

とだと思うし、そういった姿が見えてきて、地域の方々の理解だとか、そういったものも得られる

ような気がするのです。ですから、その辺は愛泉園さんと山のほうからまちに出てくるというその

ところの１点で、これからの福祉施策の中での障がい者対策を、町と一緒になって考えていくとい

うことも、僕は大事なことではないかと思うのです。それがこれからの地域住民に対しての理解を

求めていくためにも重要な１点だと思うのです。そこをしっかりとらまえながら、６月いっぱいで

本当にこれができるかできないか、これからまだ議論しなければいけないのかもしれないけれども、

そういったことを念頭に入れながら進めていっていただきたいと思うのです。その辺の考え方だけ。 

○委員長（玉井昭一君） はい、辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 今回の愛泉園の改築計画、宏友会側でもやはり、ご質問があった

ように、地域の中で自立を促して、地域社会全体の中で支援していくと。そういうような関連を求

めながら、さらに地域に開かれた施設にしたいと。そういう意向をもってございます。この部分は、

町のほうでも障がい者福祉計画というものもまとめておりますけれども、その基本的な考え方と一

致してございますので、これはともに行政も、施設側も相連携しながら進めていけるのかなと考え

てございます。 

○委員長（玉井昭一君） はい、ほかございませんか。はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今、私も同じようなことを感じまして、実はほかの施設でも、いっときそ

のような施設を受け入れするときはよかったのだけれども、いざ出来上がってくるようになってし

まってから、でき上がってから地域住民の中で、一部の人たちがモーレツに反対しているという場

所も実際に聞いています。私は、それと同じことを町内で繰り返してほしくないし、やはり、地域

住民の方々の、説明とか受け入れ態勢というものを、もし本当にこれをまちの中に持ってくるとい

うのであれば、役場がしっかりとした方向性、計画を持たないと、地域住民と宏友会さんだけでや

っていって大丈夫なのか。これは、期間の問題もありますが、きちんとした計画、そういうところ

ももう少し愛泉園さんのほうと役場側ときちんと詰めてやっていただきたいと思うのですけれど

も、その辺だけ非常に懸念します。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） はい、辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 私どものほうも、今ご質問ありましたように、やはり地域の理解

あっての改築計画ということでございますので、地域住民の方の理解を得るという部分につきまし

ては、単に愛泉園にお任せするのではなくて、当然行政も一緒になって町内会等地域の方の理解を

得るような形での働きかけ、そういう協議の場に参加していきたい。逆につくっていきたいと考え
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てございます。 

○委員長（玉井昭一君） はい、西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） ただ今の件ですけれども、やはりこの件が一番大切なことでして、

地域住民の合意、同意がなければ、この計画もなかなか前に進んでいかないということで、行政と

しても今部長が言ったように、一体となった形の中で、障がい者が地域で一緒に慣れ親しんだとこ

ろで住むという障がい者自立支援法にのっとった形の中で、町民とともに障がい者も暮らしていけ

るよう、地域住民とお話ししていきたいと考えています。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） はい、ほかございませんか。ないですね。 

〔「はい」と呼ぶものあり〕 

○委員長（玉井昭一君） それでは、ないようでありますので町側の退席をお願いいたします。ご

苦労さまでした。 

 暫時休憩いたします。 

休  憩（午前１１時４４分） 

 

再  開（午後 １時００分） 

○委員長（玉井昭一君） それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

 これより、本陳情に対する討議を行います。討議については、委員会条例第 13 条の規定により、

自由討議により行います。各委員の討議をお願いいたします。はい、氏家副委員長。 

○副委員長（氏家祐治君） いろいろな問題は残っているのかもしれませんが、自立支援法という

一つの法律の観点からみて、趣旨からみても、まちの支援は必要な部分なのでしょうというところ

に、この土地の無償貸与については、そういった趣旨からもまちのそういった支援は必要なのだろ

うと。ほかのいろいろな問題については、これからのいろいろな対応の仕方もあるのかもしれませ

んが、今回の陳情については、今のある場所から市街地へという部分の土地の貸与ということであ

りますから、私は法律的な部分からみても、まちの支援は必要なのだという面では、議会のこの陳

情に対しての姿勢を明確にしておいたほうがいいかなと思います。 

○委員長（玉井昭一君） ほかございませんか。はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 今までの実績から申し上げても、医療法人、あるいは幼稚園を経営してい

る法人等にも町の土地を無償で貸与している。そういう実績がございますので、こういった施設に

関しては、何も、逆に問題ないというふうに思います。願意については賛成したいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） はい、ほかございませんか。はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今、山本委員がおっしゃいましたけれども、私もこの陳情書の願意をきち

んと精査したら、これは賛成するということであります。同時に、願意そのものは町有地の無償貸

与ということですから、このことについてはいいのではないかというふうに思います。同時に、町

の障がい者に対する政策方針と、愛泉園との考え方が一致しているというふうに受けとめられまし

たので、そういう点からいっても、この陳情者の陳情書は採択すべきものというふうに思います。 

○委員長（玉井昭一君） はい、ほかございませんか。反対意見はありませんか。ないですね。 
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〔「はい」と呼ぶものあり〕 

○委員長（玉井昭一君） はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。今、自由討議のことが言われていますが、私はやはり、願意の

部分は、先ほど私の考えは言いました。陳情の中身の賛否については申し上げましたけれども、必

要なのは、少なくても６月末までの申請ということになれば、私は急がなければいけないと。賛成

の方が皆さんであるとしたならば、私は議会としては、これは賛成だったら、とにかくスピードを

上げないわけにはいかないわけだから、極端なことを言えば、あした本会議を開いてもらって、陳

情の採択をしましたよと。そういうような中身のものだと私は思っているのです。そういうことを

皆さんから意見を出してもらって、反対の方がいらっしゃったら別ですが、賛成の方だったら、そ

ういう議論をもう少しして、本当に町と一緒にやるにはどうすればいいだとか、我々議会が果たせ

る役は何なのかだとか、そういうことがきちんと議論されたいいのではないかと。議会で議論をす

るのはこの議決を早めることだと理解しております。 

○委員長（玉井昭一君） 今、大渕委員から言われたとおりだと私も思うのですが、皆さんどうで

すか。はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私も、この陳情書に対しては賛成でございます。ただ、あすにでも議会を

開いて早期に決めるべきだと言っていますが、実際に６月末までの申請ができたとしても、果たし

てそれで地域住民への周知というのですか、それと合意を得られるかどうかというのは非常に、町

側が大変きつい中で、それをしてしまっていいのかなという疑問があります。ですから、この願意

に対しては賛成ですし、できることだったらなるべく早くしたいと思いますが、もし、そこの土地

を議会が決めてしまったら、そこの住民、白老町側が決めた地域の住民の方々に周知して、果たし

てそこで多くの住民の人たちが理解し、受け入れる体制にするというのがいいのかどうなのか、結

局は先に場所を決めて、住民の意思に関係なく、先に決めてしまうわけですね。それが果たして本

当にいいのかというところが疑問です。そこに住んでいる方々にしてみたら、寝耳に水の状態にな

ってしまうわけですから、だから本当に早期に決めてしまっていいのか疑問を感じています。 

○委員長（玉井昭一君） 西田委員、今言っているのは、この陳情書そのものを言っているのです。

ですから、土地について言っているわけではないのです。この陳情書を採択するかしないかを今や

っているわけですから、だから、これについて議会としては、この願意をどうするかということを

言っているのです。それについての話ですから、今西田委員が言っているのはその先の話なのです。 

○委員（西田祐子君） だから、急いでやるべきではないのではないかと。 

○委員長（玉井昭一君） 議会はあくまでも、土地のことを愛泉園に対して、この土地でいいです

ということは言えないのです。町側が執行すべきことですから、この陳情書に関しての結論だけ、

今出すしかないのです。それ以上のことはその先です。ですから、今ここで、それは言えないので

す。やるべきではないのです。そのこと理解していただきたいと思います。 

○委員（西田祐子君） ですから、賛成です。この願意に関しては賛成ですけれども、早急にやる

ということに関しては疑問を感じております。 

○委員長（玉井昭一君） それでいいのです。それ以上のことはないのです。言うことは構わない
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ですよ。意見を申すことは。だから、今ここでは、この陳情書について皆さんどうですかというこ

とだけですから。はい、氏家副委員長。 

○副委員長（氏家祐治君） 私は、先ほど説明を受けた願意が、もし皆さんが理解ができたとすれ

ば、やはり時間との勝負だと思うのです。願意がわかったのであれば、やはり一刻も早く議会とし

ての結論を出すと。議会としての結論を出して、地域住民に与える説明の時間だとか、まちの健康

福祉の障がい者福祉の計画にのっとったこれからの自立支援に向けた障がい者福祉計画の中で、地

域住民と１日も早く、合意に向けた解決に向けて、頑張ってもらわなければいけないとなれば、一

日も早くそういった時間を設けてあげることが、僕たちの一つの方向性なのかと思うのです。願意

がわかったのであれば、それに向けて、その後の時間を確保してあげることが、逆に後押しになる

のではないかと思います。土地がどこに決まるかというのは、それはあくまで行政側と宏友会側と

の話し合いになるのでしょうけれども、私たちは願意をしっかり受けとめながら、そしてどこに決

まろうとも地域住民と理解を深めるための時間を少しでも多くつくってあげることが大事なこと

なのかと、私はそう思います。 

○委員長（玉井昭一君） 私、先ほど言ったのは、皆さん反対意見がございますかと言ったときに、

誰もあると言わなかったから、それで今進めているのです。ですから、あくまでも、陳情書につい

て、これの採択をどうするか。採択するかしないかによって、町側も愛泉園側も動きがとれるので

す。結果によって、議会がここで決めないと動けないのです。だから、そのことを今氏家副委員長

が言ったように、このこと採択するかしないかを決めないと進まないのです。いいですね。今言っ

たように、反対意見はないのですから。はい、どうぞ熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 今、委員長が言ったとおり、１回採択するということで絞めて、それで大

渕委員のほうから提案のあった、早めにしたほうがいいということの議論をしたほうがいのではな

いですか。氏家副委員長のほうからそのような話が出ましたけれども、ほかの委員の中で異論があ

る方いるみたいですから、議論をもう少ししたほうがいいのではないですか。進め方。 

○委員長（玉井昭一君） それでは、実は一番最速でいけば、４月 26 日月曜日に本会議がありま

す。この本会議に提出するということで進めていいでしょうか。 

〔「よろしいです」と呼ぶものあり〕 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（玉井昭一君） 討論なしと認めます。 

これを持って討論を終結いたします。 

採決いたします。 

陳情第１号 白老愛泉園改築に伴う町有地の無償貸与に関する陳情書、採択とすることに賛成の

方は挙手を願います。 

〔全員挙手〕 

○委員長（玉井昭一君） 全員賛成。 
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よって、陳情第１号は採択するものと決定いたしました。 

以上を持ちまして、本委員会に付託された陳情の審査を終了いたしました。 

なお、本委員会の審査報告書の作成については、これを正副委員長に一任していただきたいと思

いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（玉井昭一君） 異議なしと認めます。それでは、そのように取り扱いをさせていただき

ます。先ほど言いました報告を４月 26 日の本会議にしたいと思います。それにご異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（玉井昭一君） それでは、そのように取り扱いさせていただきます。はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。いいのですそれで、いいのですが、私は先ほど自由討議で言っ

た意味はどういう意味かというと、なるべく今思っていることを、どういう討議形態にするかとい

うと、報告書を正副委員長にお任せするのは結構です。そのための意見を、みんなで議論して聞い

てもらって、そのことも考えて正副委員長でつくっていただきたいと。それはどういうことかとい

うと、簡単に議論したということではなくて、本来からいったら、私はいろいろな問題があるとし

た、そのようなところをこの中で議員全体が深まりあって、賛成ということの合意形成はされてい

るのだけれども、愛泉園の建てかえや町有地を貸してほしいということでの合意形成がきちんとこ

の中で、６人の者が納得しなければだめなのです。だから、もしあったら、少し外れてもいいです

から、討議をしたほうが僕はいいと思うのです。願意に対する討議はないのだけれども、愛泉園に

対する建てかえの問題や、土地を貸すだとか、場所はどこだろうなと、そういうことが、僕はいい

と思うのです。あちらが空いている、虎杖浜が空いている。という話でいいから、そういう合意形

成を勝取っていかないと、反対ではないけれど、やはりそういうことをやらなければだめなのでは

ないかと思うのです。みんなの意見聞いて。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員から、このような意見が出ました。 

先ほどは、自由討議でないと言ったけれども、改めて時間を若干とろうと思いますがどうでしょう

か。はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。それは、報告書に盛り込むための討議です。ですから前がなか

ったのではなくて、報告書に盛り込むための自由討議をきちんと意識してもらいたいと、こういう

ことであります。 

○委員長（玉井昭一君） 今、大渕委員の言われたとおりなのですが、それでよろしいですね。自

由に、今大渕委員が言われたこと以外でも、自由に討議していいというふうにしたいと思います。

どうぞ。はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。これは、先ほど見せてもらったのですが、議会が議決をするこ

とと、町がやる権限、そこら辺はどういうことになっていますか。そこだけ局長に、説明してくだ

さい。 

○委員長（玉井昭一君） はい、事務局長。 
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○議会事務局長（上坊寺博之君） 基本的に、財産を対価なく貸し付けることについては、自治法

の規定で議決事件なのです。ですから、基本的には議会の議決事件であるということが１つの前提

です。ただし、すでに議決を持って財産の交換譲渡、無償貸与等に関するという条例というのが定

めていまして、議会がすでに条例を議決して町側に認めていると。例えば、議会の議決事件で、専

決処分の 180 条で７項、認めていますね。それと同じような解釈と思っていただければよろしいか

なと。この種のものについては４条に普通財産の無償貸し付けまたは減額貸し付けという規定があ

って、その中で公共的団体において公共用、または公益事業のように供するときには無償貸し付け

できるという規定も、すでに認めてあるのです。ですから、今回も事例があると言っていましたエ

コライフまどか、さくら、これについては議決取っていないと思います。要するに町の専権事項で

すから、小鳩保育園の日章学園に、建物は議決取りましたけれども、土地は議決取っていないと思

います。これは町長に権限を委任しているということで、委任事項という解釈をしていただければ

いいと思います。ですから、議会の同意を得ないで貸し付けることが可能であるということです。 

○委員長（玉井昭一君） 今回については。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） 当然そうです。議決いりません。 

 というのは、条例というのは議会が議決するので、条例ですでに町長に委任していることになる

ので、議会の同意を取る必要はございません。 

○委員長（玉井昭一君） はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 何で聞いたかということは、そういうことをきちんと知っていないと、こ

こで議論しているわけだから、聞かれたときにここにいるメンバーがさっぱりわからないと。これ

では、愛泉園の皆さんに聞かれたときだってなんだって、町民の皆さんから聞かれたときだって、

きちんと我々が話をできなければだめ。だからそういうことをもっと議論、きちんとしないと、要

するに無償貸し付けの場合は、議会が議決をしようとしまいと、関係なく町は目的にそって貸すこ

とは議会の議決がなくてもできると。この陳情書の、我々が採択するというのは何かといったら、

早くやりなさいということしかなくなるのではないかということを僕は思って聞いたのです。だか

ら、そういうことを議員みんながきちんとわかって議論していかないと、陳情は決めたが中身は違

うとなっては困るから、そういうことをいろいろ議論しておいたほうが。例えば町有地はどこにあ

るか。日大の坂下とか、虎杖浜の昔の振興公社の土地だとか、そういうことだって、こういうとこ

ろがあるのだなといっておけば、町有地としてそういうところにあるのかということだってわかる

し。調べる必要もないのだけれど、そういう議論を自由にしておいたほうがいいのではないかとい

うふうに思うのです。 

○委員長（玉井昭一君） そい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） そうなれば、今回の陳情の審査の過程の中で、いろいろ議論されたことを

意見として、委員長として述べてもらいたいのですが、慨論的には副委員長が言った福祉的な、要

するに３障がいの事業を町内でやられている社会福祉法人の願意からずれてはいないと。早急に今

回の審査で諸事情を聞くと時間が余りないと、町側の対応にしても、なるべく早急に対応してくれ

というような意見をつけてほしいなと。それから、当然、宏友会にも自助努力をしっかりしてくだ
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さいと。当然、無償貸与されたところの地域とのかかわりが出てくるわけですから、山本委員や西

田委員がその辺懸念しているわけですから。それをやはりきちんとこの委員会で議論したというこ

とは残したほうがいいと思います。そうなれば、町側にも宏友会のほうにもきちんとしたけじめが

できると思うので、それは入れてもらいたいと僕は思います。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） はい、ほかございませんか。はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。先ほども申しましたけれども、今熊谷委員も言われましたけれ

ども、やはり町の方針と愛泉園の方針が一致していると。これが一番大きいものだと私は思います。 

 もう一つは、それは今回の土地の無償提供の問題についてはそうです。同時に、もう少し議会が

きちんとしておかなければいけないのは、やはり 26 日の本会議、直近の本会議でなぜこれを上げ

るのか。ここのところをはっきりしておかないとだめだと思うのです。なぜか、なぜそのようなこ

とをやるのかということになるわけだから。たまたま今回、派遣承認あるから議会があるけれども、

そうでなければ５月 31 日までないわけだから。議会の議決が必要ないとは言っても、議会の意思

は早く表明したほうが私はいいと。それが町も愛泉園も一致して動ける条件になると思いますので、

私は報告文書は正副委員長でまとめられる場合、短くていいと思います。長い文章でなくていいと

思います。そういうことで 26 日には上げていただくと。そのことがきょうの陳情者の願意を本当

にくみ取るということは、僕はそういうことが陳情者の願意をくみ取ることではないかというふう

に思っています。以上。 

○委員長（玉井昭一君） ほかありませんか。はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 報告文書の中に、附帯意見みたいなものはつけられるのですか。例えば、

町内会の合意形成が最優先とか、そのようなことは入れられないのですか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、事務局長。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） 基本的に補助申請するときに、町内会の合意がなければ補助申

請取れないのです。ですから、周りの町内会の合意がなければ、申請までたどり着かないのです。

ですから、貸すことにそこまで必要かどうかというのは微妙です。というのは、あえてここの陳情

書の中に、大体の場所も指定しない、面積も入れてこないということはそういうことなのです。陳

情の趣旨からいくと、町が最大限努力して目的達成のために努力しなさいという部分は入れられる

のですが、どこの場所も特定していないから、町内会の合意まで踏み込むべきではないかなという

気がしますけれども。町内会あるところに建つかどうかまだわからない。 

○委員長（玉井昭一君） はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君） それであれば理解はするのですが、先ほど西田委員が心配されているのは、

そこが一番だと思うのです。そこがなくて進んでしまったら、いろいろと問題起きているところが、

いろいろな地域に白老町内ばかりではなくて発生しますので、その辺を西田委員が心配だったのか

なというふうに思うのです。もし一言入れられるのであればと思っただけです。この願意そのもの

に対して余り関係ないということであれば、それはご判断いただければと。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） 基本的に、こちらの審議であって審議でないのです。あくまで

もこちらを審議するために根っこを知っていなければだめであって説明したのであって、本当はこ
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ちらなのです。これを知らないで採決するというわけにはいかないですから、この部分は町との関

わりの中で入れておく程度ではないかなという気がしますけれども。 

○委員長（玉井昭一君） はい、氏家副委員長。 

○副委員長（氏家祐治君） 今山本委員が言われたこと、西田委員が先ほど言われたことというの

は、今までの議論の中でも早急に対応することが地域住民への説明だとか理解に要する時間、その

時間が必要なことから、早急に対応してもらいたいということが、今議会としての意思。それは報

告書としてあげられます。そういった文面の中である程度のまとまりはつくと思います。別に僕が

ここでまとめるつもりはないのだけれども、これからのまちの障がい者福祉計画、それに合致した

考え方であるということも一つでありますし、今現在自立支援法の趣旨からいって、そういった今

のとらえ方も間違いではないだろうし、そういうことも頭において今回の報告書いというのをつく

っていかなければ、今まで議論してきたことは、大体そういうところに集約されてくるような気が

するものだから。ほかの観点からあれば、皆さんの意見も聞いておきたいと思うし、全然間違った

ことを議論しているわけではないと思います。 

○委員長（玉井昭一君） はい、ほかございませんか。はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。今山本委員や西田委員が言われたことというのは、全くそのと

おりでそこをやらなければ進まないのだから。ただ、その努力をしていただくのはやはり愛泉園と

町なわけです。議会がかわってやるわけにはいかない中身ですから、そういうふうに書かなくても

早めた意味というのは、今副委員長が言われたように、早めた意味というのは多分、愛泉園の方た

ちはされると思います。あれだけ確認しているわけですから。だから、そこのところを我々が早く

やって上げることによって、そういう意識になるだろうし、町も先ほどの話では、一致してやると

いう方向だと僕は受けとめたのです。それをもっと早くやりなさいという援助を、我々がある意味

すると。そういう中身のものだという認識でみんな一致すればとてもいいのではないかと僕は思い

ます。 

○委員長（玉井昭一君） それは今、大渕委員が言われたように、みな一致したと思います。一致

していないことはない。はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君） もう１点ですが、これも委員長、副委員長で、入れる、入れないは検討し

てほしいのですが、先ほど愛泉園の方々と質疑したときに、私も聞こうと思った内容を大渕委員が

質問されておりました。この願意の中で、市街地移転の長所の中で、医療面の利便性が向上すると

あったのです。今まではどうだったのかというようなことをお尋ねになったと思うのです。きょう、

森理事が地域に対してもいろんな面で貢献できるというお話を強く主張されておりました。そうい

うことから考えると、現実的にこの入所者の白老在住というのは３名か４名くらいしかいないと聞

いているのです。となれば、当然、通院するにしても、入院するにしても、親のいる住所のあると

ころとか、親の住んでいるところに近いところの病院に比較的入れたがると思うのです。基本的に

は。しかしながら、医療面の利便性が向上するというようなことで、陳情書の中に書いているわけ

ですから、できる限り利用率の低下をしている町立病院をご利用いただくと。あるいはこのほかに、

町立病院以外の地域の診療所がありますので、そういうところを優先して使っていただきたいと。
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意見として述べさせていただきたいと思います。入れる、入れないは検討していただきたいと思い

ます。 

○委員長（玉井昭一君） これ、僕も正確ではないですが、福祉施設については、施設に任せます

という親がほとんどです。というふうに私は聞いています。ですから、医療面についても、自分た

ちで、家族が面倒をみるのが大変だといういのが多いそうです。ですから、園や施設に任せて、例

えば、医療機関にかかるのでも園に任せると。親とか家族が、自分に家の近くに連れて行ってみる

のだということは余りないようです。正確ではないが、そういうふうに聞いています。例えば、施

設の園長だとか、そういう人から。ですから、ほとんどが、施設のある地元の病院に診てもらうと

いうのが多いようです。はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 委員長のそういうお答えでしたが、先ほどの大高施設長のお答えとしては、

室蘭ですとか苫小牧ですとか、そういう話も出ていましたから、必ずしもそうではないなという印

象だったのです。ですから申し上げたのです。 

○委員長（玉井昭一君） それはそれでいいです。正確ではないですが、何人かから聞いていただ

けですから。 

○委員（山本浩平君） いろいろな事情の中から、当然、親御さんのいるところのほうが、もし入

院だとか、通院するにしても都合がいいのは当然です。それも全くは否定のできないものの、願意

の中の長所としての３番目に、このような例が上げられているわけですから、当然これを、我々も

願意として尊重するわけですから、やはり、その辺のところはきちんと園としても尊重していただ

きたいし、可能な限り利用していただける努力をしてほしいということで。 

○委員長（玉井昭一君） はい、氏家副委員長。 

○副委員長（氏家祐治君） 今山本委員が言われた通院・入院については、通院というのは風邪だ

とか、内科・外科的なものの通院は多分町内のものを使っていただけるのではないかと思うのです。

ただ、３障がいを対応するような施設というのは、やはり精神・知的・身体、いろいろな介護を要

するだとか、専門的な知識を要するという部分の入院等が絡む場合があるのです。そうなるとどう

しても、登別・室蘭・苫小牧というところに、場合によってはそういうところも出てくるものです

から、本当に内科的なもの、外科的なものについては近くの地域の病院、そういったものを利用し

てもらうということが充分必要なことだと思います。それがすべてではなくて、障がいの程度によ

ってというか、個人差があるのもですから、そういった分については専門的な医療機関を受診して

もらうということが、地域住民のためにも安心・安全、いろいろな部分での理解を深めるものにな

ってくるのではないかと、僕はそのように思うのです。ですから、医療の関係については、僕たち

のしっかり勉強しなければならない部分もあるかもしれませんので、今回の報告書に出るか出ない

かは別にしても、こういった議論というのは必要なことだと思います。みんなが理解した上で、そ

して障がいを持った方々に接していけるというのが大事なことではないかと思います。いい話だと

思います。 

○委員長（玉井昭一君） はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。この間、地域支援事業の関係でリハビリに行ったでしょ。その
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ときに、普通の介護保険の適用ではできるのだけれども、知的だとか精神障害の場合の介護者やそ

ういうのは、ほとんどないと言っていましたね。リハビリで、メニューもないしやれないのだと言

っていました。資格を持っている人はいるのです。僕の知っている人でもいます。ここに、この推

進計画の中に、ガイドヘルパー事業の開始だとか、先ほど熊谷委員が聞いたケアホームの開始だと

か、障がい児童への放課後支援事業だとか、こういう障がいを持っている人たちのショートステイ

だとかできるわけです。ということは逆にいうとこれは障がいを持っている方、介護保険の適用外

で障がいを持っている方々のためには、僕はすごくいい状況になると思います。そのようなことも

考えたら、やはりこれはぜひ成功させて、そういうことが白老町が福祉全体、リハビリで言ってい

たのは、そういうことが白老町の中で一番欠落していると言っていたわけだから。だから、僕はそ

ういう点ではすごく、ここは福祉の部分でぐっと前進できる部分だと思います。 

○委員長（玉井昭一君） はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 今、大渕委員の意見のセコンドなのですが、そういうことなのです。３障

がいの居宅サービス業者というのはいないのです。これを、今、宏友会が新たに、町場に出てきて、

それを建てるということによって、そのサービスの展開が可能になるというのが森理事の言ってい

る話なのです。この間リハビリに行って聞いたのは、そういう３障がいの人たちには、支援の窓口、

ケースワーカーにつなぐだとか、町につなぐだとかはできるけれども、そのサービスは持っていま

せんという話をしていました。だから、今大渕委員のおっしゃることも、もし入れられるのであれ

ば、そこに議会としても着目しているということは入れたほうがいいけれども、少し難しい。 

○委員長（玉井昭一君） はい、氏家副委員長。 

○副委員長（氏家祐治君） 今山本委員の話から、これだけ話が広がって、すごいことだと思うの

です。先回、分科会としてリハビリへ行ったときに、本当に必要なサービスを、メニューがないか

らできないのだと。横出しにしてしまうと結局負担になると。そういう話がでてきました。これは

やはり福祉政策全体の大きな枠でとらえなければできない話です。こういったことを、やはり僕た

ち議会の中で、話し合って、どうするべきなのかということを導き出すというのは、テーマに外れ

ていますが、僕は本当に必要なことだと思うのです。だから、僕もこの間代表質問で言ったけれど

も、今の福祉政策って保護から保護なのです。それを自立に向けてどうやっていくのかといったら、

例えばジョブ支援の制度なんてないです。伊達へ行かなければいけない。苫小牧へ行かなければい

けない。でも、きちんとした福祉政策の中で、もし宏友会か、社会福祉協議会かわかりません。ど

こかでやるかわかりませんけれども、そういったものだってしっかり中に組み込んで、本当に障が

い者ときちんと向き合えるか合えないかのそういう話だと思うのです。だから、そういうことを議

会の中で議論できるというのは、すごいと思います。これを本当に前向きに、どこかの機会でしっ

かり議論して、これからの福祉計画にきちんと反映させていけるようにしていければと思います。

済みません。テーマずれてしまいまして。 

○委員長（玉井昭一君） ほかありませんか。はい、事務局長。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） まとめはいいですか。確認をしてください。 

○委員長（玉井昭一君） まとめの意見が、今ほとんど出たかと思うけれど。はい、山本委員。 
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○委員（山本浩平君） 委員長、副委員長にお任せしたいと思います。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） はい、もう１件。事務局長。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） この間、３名いなかったので。16 日の日に委員会をやった結果、

決まったということで。 

○委員長（玉井昭一君） 先だって、４月 16 日に委員会を行いまして、その結果がこれなのです。

所管事務調査。町内循環福祉バスの現状と今後のあり方について、現地調査をしようと町内を循環

している元気号に乗車して利用者の声を聞くと。この中身で第１班、第２班というふうに分けてお 

ります。はい、事務局長。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） 16 日の委員会の中で、循環バスの所管事務調査については、移

動常任委員会でやるということが決まりました。18 日火曜日、21 日金曜日、いずれもいきいき４・

６の会場にして、あそこにバスの方集まりますので、１時から３時まで、おおむね１時間くらいを

担当者と所管事務を協議した中に、２時から３時くらい１時間くらい懇談をするということを２日

間やると。その前段として元気号に実際に乗車して、議員が自ら声かけをして利用者の意見を吸い

上げてくると。２班に分けてやろうと。というのは、行き先が違いますので、第１班は木曜日で５

月 13 日、町立病院から出発しまして石山萩の里を経由して町立病院へもどってくると。11 時 45 分

の町立病院発に乗りますと、萩の里をＵターンしてきます。１時に病院に着くと。委員分けとして

は委員長、副委員長でわけようということで、あとは割り振りを事務局のほうでしていただきたい

ということでしたので、このように割り振りしました。都合が悪ければ動かしていただきたい。２

班は 14 日金曜日、臨海温泉に行くコースです。町立病院から臨海温泉に行きまして、町立病院へ

もどってくるコースですが、11 時 17 分に町立病院を出ますと、これ同じバスでＵターンしてくる

そうです。12 時 45 分に町立病院に着くということで、玉井委員長ほか４名ということにしてござ

いました。 一応、前回事務局でつくってくれということでしたので、きょう提示させてもらいま

す。よろしくお願いします。 

○委員長（玉井昭一君） この日にちに乗って、その日に会議するのですね。事務局長。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） 会議はしないです。 

○委員長（玉井昭一君） ただ、乗るだけ。事務局長。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） 利用者から、それぞれ声を聞いてくるということです。コース

としては、本当は病院へ向いてくるのが一番多いのですが、この時間帯の病院から帰るのが２番目

に多いのです。ですからこの便を選択させてもらいました。向こうから来ると、集合する場所が遠

くになってしまって、そのようなわけにはいかないので、病院に自主集合してもらって乗ってもら

うと。往復 200 円かかりますので 200 円持参して行っていただきたいと。そのときに、このチラシ

を持って乗ってほしいと。声かけやすのではないかという気がしますので、乗っているのは 30 人

前後ですので、４人で行けば１人 10 枚ずつくらい持っていればいいかなという気がするのです。 

これもやりますからということで、直接意見を聞くということだったのです。これは、22 日の町内

会回覧に発送されますので。これも、実際に出ている数字ですから、町がまとめて公表している数
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字ですから。現実にすべて載っている人かどうかわからないです。これは事実です。町がまとめて

公表している数字ですから。 

○委員長（玉井昭一君） はい、山本委員長 

○委員（山本浩平君） 移動常任委員会は、これ２日間、18 日と 21 日になっていますが、２回に

わけてやる理由というのは何だったのですか。 

○委員長（玉井昭一君） 事務局長。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） バスの方向が違うのです。火曜日が臨海から来るのです。 

○委員長（玉井昭一君） はい、山本委員長 

○委員（山本浩平君） というのは、両方出なくていいのですね。自分の担当しているのが 21 日

とかということですか 

○委員長（玉井昭一君） 事務局長。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） そうではないです。両方です。 

○委員長（玉井昭一君） はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 萩野でやるか、北吉原でやるか、どこでやるかと議論したら、２カ所しか

できないのは、少しまずいと。例えば、北吉原生活館でやるのか、萩野公民館でやるのか。虎杖浜

生活館やるのか。移動常任委員会だからどこかへ行ってやらなければならない。それで、全部乗っ

てきた人たち、方向が違う、石山から来た人と虎杖浜から来た人が集まれる所でやったら、２カ所

で済むと。３カ所やらなくてもいいから、２カ所で済むからどうかという意見が出て、バスに乗っ

てきた人対象にやったと。こういうことです。だから、一般の人は余り来ないかもしれない。要す

るにバス利用者以外の人は余り来ないかもしれない。だけど、地域でやった場合一般の人も来るわ

けです。回覧を回すわけだから普通の人も来る。これだと虎杖浜から来る人はバスに乗ってくる人

か、極めて関心のある人しか虎杖浜からは来ないということになる。だけど、３回も４回もできな

いから、とりあえず、最低でも２カ所でやらなければ移動常任委員会にならないから、移動常任委

員会としてやるのであれば、来るバスのコースが違うということは、萩野の人も、竹浦の人も、虎

杖浜の人の意見も全部聞けるようにするためには、この２回をやればなんとかなるのではないかと。

こういうことで２カ所に決まったと。 

○委員長（玉井昭一君） 一番、集まりやすいのがいきいき４・６だと。病院も集まりやすのだけ

れど、病院にはそういう施設はないと。受け入れする場所がないから、だからいきいき４・６とい

うふうに決めたのです。はい、事務局長。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） 議論する内容が違うのです。例えば、18 日がバスの現状。21

日が今後のあり方。極端にいったらこのようなわけ方で、町側から聞くということ。ですから、同

じ日に同じ議論をするのではないということです。 

○委員長（玉井昭一君） 循環福祉バスの現状と今後のあり方ということと、これをわけただけ。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） ルートですとか、今の、現状のルートもあるでしょうし、料金

もあるでしょうし、それを上げるのかという問題もあるでしょうし。 

○委員長（玉井昭一君） だからそれには、このバスに実際乗ってみて把握したらいいのではない
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かということです。そうすれば議論しやすい。僕は乗ったことはないのです。乗らないと話になら

ないでしょう。はい、事務局長。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） 大体、平均すると 20 名くらいしか乗っていないです。 

○委員長（玉井昭一君） このことが終われば、理解していただければ、あすも予備日に時間を取

っていたのですが、あすやらないで済むというふうにするために、これも引きだしたのです。その

ようなことですのでご理解いただければと。それであすは行いませんので。 

                                                 

◎ 閉会の宣言 

○委員長（玉井昭一君） それでは、以上を持ちまして、建設厚生常任委員会を終了いたします。

苦労さまでした。 

閉 会（午後 １時５４分） 


