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   平成２２年白老町議会決算審査特別委員会会議録（第２号） 

 

平成２２年９月１４日（火曜日） 

開 会  午前  １０時００分 

閉 会  午後    １時４０分 

                                        

○出席委員（１４名） 

委 員 長  及 川  保  君       副委員長  近 藤   守 君 

委  員  前 田 博 之 君       委  員  西 田 祐 子 君 

委  員  山 本 浩 平 君       委  員  本 間 広 朗 君 

  委  員  玉 井 昭 一 君       委  員  斎 藤 征 信 君 

 委  員  土 屋 かづよ 君       委  員  松 田 謙 吾 君 

委  員  熊 谷 雅 史 君           委  員  氏 家 裕 治 君 

 委  員  吉 田 和 子 君       議  長    堀 部 登志男 君 

                                        

○欠席委員（０名） 

                                         

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

 副 町 長          目 時 廣 行 君 

 教 育 長          白 崎 浩 司 君 

 総 務 財 政 部 長          山 口 和 雄 君 

 総 務 課 長          田 中 春 光 君 

 財 政 税 務 課 長          大 黒 克 己 君 

 企 画 振 興 部 長          高 畠   章 君 

 企 画 政 策 課 長          五十嵐 省 蔵 君 

 産 業 経 済 課 長          岡 村 幸 男 君 

 生 活 福 祉 部 長          辻   昌 秀 君 

 都 市 整 備 部 長          岩 城 達 己 君 

 建 設 課 長          安 達 義 孝 君 

 港  湾  室  長          赤 城 雅 也 君 

 会計課長・会計管理者          岩 崎   勉 君 

 教 育 部 長          渡 辺 裕 美 君 

 教 育 課 長          本 間 勝 治 君 

 子 ど も 課 長          中 島 圭 一 君 

 病 院 事 務 長          丸 山 伸 也 君 

 消 防 長          前 田 登志和 君 

 代 表 監 査 委 員          岡   英 一 君 
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 監 査 委 員          大 渕 紀 夫 君 

 消 防 管 理 課 長          越 前   寿 君 

 教 育 課 主 幹          葛 西 吉 孝 君 

 教 育 課 主 幹          田 中 規 雄 君 

                                        

○職務のため出席した事務局職員 

 事 務 局 長          上坊寺 博 之 君 

 参        事          千 石 講 平 君 
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◎ 開会の宣告 

○委員長（及川 保君）  それでは、昨日に引き続いて、決算審査特別委員会を再開いたし

ます。 

 （午前１０時００分） 

                                         

○委員長（及川 保君）  一般会計の決算審査を引き続き行ないます。 

 ７款商工費から入ります。主要施策成果説明書は、80 ページから 85 ページまで。決算書は

145 ページから 150 ページでございます。質疑のございます方はどうぞ。15 番、吉田和子委

員。 

○委員(吉田和子君)  15 番、吉田です。84 ページの商店街の活性化ということでちょっと質

問したいと思います。消費拡大・商業活性化事業ということで予算計上されて、執行されまし

たけども、これは国庫支出金の地域活性化経済危機対策臨時交付金等を活用したものであり、

こういったことで商店街の活性化を図るということでやっておりました。それで、確か 21 年度

だったと思いますけれども、新がんばる商店街 77 選に白老町の大町商店街が選出されておりま

すけれども、商店街の活性化に頑張りがつながったのか。どういったことでこういった表彰を

受けたのか。その辺をとらえられていらっしゃいますでしょうか。 

○委員長（及川 保君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  77 選の関係でございますけども、これは消費者協会が、実

はこれまで経済センターの中で事務所的な活動を行なっていたわけですけども、大町商店街の

ほうに新たに店舗を構えまして、いわゆるコミュニティビジネスということで町の特産品はじ

め、それから、高齢者の集える場所、それから、リサイクル商品の販売等、そういうものを手

掛けることが経済産業省の評価を受けまして表彰を受けたということでございます。基本的に

まちの空き店舗の状況というのはやはり、そこを何とか埋めていくということが必要だという

中では、今まで消費者協会は事業として特産品の販売等まで手掛けてはいませんでしたけども、

新たな事業としてここまでやっていただいたことに対する評価ということでございます。 

○委員長（及川 保君）  15 番、吉田和子委員。 

○委員(吉田和子君)  これは確か 21 年度の表彰で、消費者協会の名前が今出ましたので、消

費者協会はやっぱりあそこに出たことで商店街の活性化になってほしいという、また、集まる

場所をつくることであそこの人通りが多くなってほしいというそういった思いもあったのでは

ないかというふうに思うのです。そういったことも含めて議会も出前トークで消費者協会と商

店街の活性化の中で、人通りが大変少ないと。土日になると特に本当に人が通るのがめずらし

いくらいの人通りである。これは今、商店街が今、シャッター通りだとかいろいろなことが言

われて、大きな課題でありますし、また、商店街の方と懇談すると、日曜日開けても人が来な

いと、だから、開けないと。開けないから人が通らないのではないかという話で、どちらが先

かという話も前にしたことがありますけれども、こういったことで消費者協会と議会との懇談

の中でそういったことが話された経緯があるのですが、町の行政側としてもいろいろなことで
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商店街の方々とそういったことで懇談をしたり、また、いろいろなことで足を運んだりはされ

ていると思うのですが、商店街の組合もありますし、そういったことで今後、人をどうあそこ

に集めるか、集約していくか、人通りを多くしていくかということで懇談、それから、相談、

それから、定期的なものをやっているのかどうなのか。その点伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  商工会さん、それから、大町商業振興会さんとはやはりい

かにあそこの地域を、商店街を活性化させるかというそういう取り組みについては、毎回お話

をさせていただいております。そういう中ではご存知かと思いますけども、発掘堂ということ

であそこで特産品を販売する、それから、日用品も販売するというようなそういう取り組みも

行なっておりますし、一方やはり私ども、これは民間の力ということでございますけども、グ

ランマさん、「麻の会」さんが新たにああいうところで山菜料理等を販売するような大変にぎわ

ってございますし、そういう部分に対しては行政としては当然補助金としての支出はあります

けども、それ以外にもいろいろな形で相談に乗っていくという姿勢でおります。それで、その

ことに対しては常日頃からそういう団体等とお話をさせていただいております。ただ、中心市

街地の活性化ということになりますと単純にそうではなくて、やはりさまざまな視点からどう

やったら人を集められるのかということは今後の検討課題になるのかなというふうに考えてご

ざいます。 

○委員長（及川 保君）  15 番、吉田和子委員。 

○委員(吉田和子君)  それともう１点。後継者の関係なのですが、やはり何店舗か昨年から

閉めたところが後継者がいないということと、後継者に、わが子に後継してやっていくだけの

利益、生活が成り立たないということも一つの大きな要因ではないかと思うのですが。今後そ

ういった形で消費者協会、今、グランマの話も出ましたけども、この間、更別村の方々が視察

に来たのですが、グランマを見ていって、本当にいい刺激を受けたという話だったのですが、

その中で出たことは高齢者が、もちろん高齢者がやっているということでのもので評価もされ

ているのですが、今後 10 年度がどうなるのか、心配ですねという話をちょっとされたのです。

私もそのことはお話したのですが、やはり今後後継をして、そのものをやっていくということ

になると、今のグランマも今の体制では若い人はきっとできないでしょうという話もあった中

で、商店街もそうなのですが、そういった中で更別はやっぱり若い、その店の後継者ではなく

て、ほかから来てそこの場所を使って新たに開拓をしたものが今すごい人気を得て、町外から

も来ていると。マザーズもそういうところがちょっとあるのですけれども、そういった形のい

ろいろな工夫をされているという話も伺ったのですが、そういったことでの町としての考えが

何かあれば伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠章君）  後継者の問題につきましては、それはそこの店を営むいろい

ろな事情が影響して後継者が育つ、育たないという問題があるかなと思います。そこの部分に

ついては、行政としては入り込むことは非常に難しいということはご理解いただけるかなと思

います。ですから、委員おっしゃった後者の部分です。やはり白老という消費地にどれだけ魅
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力を感じて、新たな人たちが空いている店舗を活用して営業活動をやるかとそういう魅力をい

かに外に発信するか。ここの部分は、行政としては十分役立てる部分、やれる部分かなと思い

ます。これは移住・定住もしかり、そして、特産品のＰＲもしかり、そういったことを発信す

ることによって、それをアイテムにして白老で営業活動をやろうというそういう動機づけにつ

ながれば非常にいいかなと思っています。ですから、これは１つの政策ではなくて、いろいろ

な政策が複合的にかみ合って、白老の魅力をほかの人たちがしっかりと認識していただいて、

それで、白老でこういう空き店舗があるならここでやりたいというようなところにつながって

いく。そこに町としては期待していろいろな施策の中でそういったことは情報として発信して、

あるいは白老で店を出したいという情報を取得するというような取り組みにしているところで

ございます。さらに、その辺を今後強化していかなくてはいけないかなと思っているところで

ございます。以上です。 

○委員長（及川 保君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  先ほどのご質問の中で検討、どのような団体さんと協議を

進めていらっしゃるかという、そういうお話もありました。ちょっと補足で申し上げます。消

費者協会さんは、出店するにあたっては経済産業省のほうから地域活性化向上事業ということ

で補助金をいただいて、それで店舗構えてございます。そういう中では商店街の活性化検討会

というのを商工会ですとか、町ですとか、消費者協会ですとか、そういうところで構成しまし

て商店街の活性化に対して検討をしているということでございます。補足で説明させていただ

きます。 

○委員長（及川 保君）  ほか、ございませんか。６番、本間広朗委員。 

○委員（本間広朗君）  本間です。87 ページの食材王国しらおいについてちょっと。この事

業に関してはまぐろの日と白老牛の日を設定しておりますが、今回の事業で事業の効果と、ま

た、この事業に対して事業者の声とまちの声、ほかのまち、いろいろな声が聞かれたかと思い

ますが、その辺ちょっとお聞かせいただければと思います。 

○委員長（及川 保君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  食材王国しらおいでございます。この中では、まぐろの日

ということで昨年は８月に３日間、８店舗参加をしていただいてございまして、まぐろの料理、

握りですとか、お刺身ですとかいろいろあるわけですけども、それの販売合計額が 135 万円ほ

ど販売してございまして、そのほかに当然お客さまはそれ以外にもお召し上がりになるという

ことでございます。それが合わせますと 233 万円ほどというふうになってございますから、や

はりこの３日間での８店舗の売り上げとしての効果が出てきているのかなというふうに思いま

す。さらに白老牛の日、これも８月の後半ですけども昨年３日間、これは５店舗参加してござ

います。これは割引のお肉、そういう部分での販売額が 223 万円ほど販売しているということ

で、そのほかにお食事をされた金額、この３日間で５店舗 548 万円ということですから、お客

さまを誘発して、そこで消費をしていただくという部分での効果というのは非常に大きいもの

があったのではないかなというふうに考えてございます。 

 それと、事業者の声という部分でございますけども、やはり、これにつきましては、例えば
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まぐろの日でございますけども、今年度も実施いたします。それから、牛の日も今年度も実施

するということで、事業者さんはやはり前向きにとらえていただいておりますし、今までこれ

は町の補助金も出ていたわけでございますけども、可能な限り事業者さん自らの負担の中で取

り組みを進めていきたいというそういう方向性に今、段々なってきてございます。すべてが補

助金でまかなうということではなくて、自分たちの出せる範囲でもやりながら食材を確保し、

そして、こういう取り組みをしていきたいとこういう考え方になってきてございます。以上で

ございます。 

○委員長（及川 保君）  ６番、本間広朗委員。 

○委員（本間広朗君）  今のお話を聞いて大変効果があったのかなとは思います。白老の食

材もたくさんあると思います、海の幸、山の幸。地産地消の観点からもこれらの事業、食材と

か提供していかなければならないと思います。この中で今回ちょっと僕もきょうのチラシを見

たのですけど、この中にもマツカワとかウニとかいろいろな食材が提供されていると思います。

それで、水産に関しても今後いろいろと放流事業とかもやっていますので水揚げもふえてくる

と思います。その辺を今後まちとしてどうしていくのかというのをちょっとお聞かせいただき

たいと思います。 

○委員長（及川 保君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  今、事業としてはまぐろの日ですとか、牛の日というそう

いうネーミングの中でやってございますけども、今年度につきましては、例えばまぐろの日に

あわせて、今、委員おっしゃられたとおり、マツカワですとかそういう食材も地元の特産とい

うことで今回の中でも取り組みを進めてございます。そのほかにも直接この食材王国しらおい

の事業ではありませんけども、チャレンジ再生交付金を使った、いわゆるシーフードカレーの

販売、これはサラ貝ですけども、これについても相当の販売量になってございます。ですから、

私ども、白老の食材を使ったこれらの取り組みということはまだまだ必要だというふうに考え

てございますし、今回例えば、22 年度になってしまいますけども、虎杖浜の温泉誘客の場合に

つきましても地元の特産、地産地消ということを念頭に置きながら虎杖浜たらこをお泊りの方

にプレゼントするというような取り組み、そして、なおかつ、地元へ行って消費をしていただ

く、買っていただくとこういうような取り組みをやってございますので、そういうようなこと

は継続して行なっていきたいというふうに考えてございます。 

○委員長（及川 保君）  ６番、本間広朗委員。 

○委員（本間広朗君）  私も今ちょっと、課長が言われたように、これをまちだけでＰＲし

てやっても限りがあると思いますので、いろいろな例えば観光とかそういうほかのまちからも

呼び寄せてやることが必要かなと思います。これをいろいろ幅広くやると、やっぱり予算的に

も問題がありますし、先ほど課長が言われたように事業者自らやるということも、それもちゃ

んといろいろ指導したり、指示したりしてやっていかなければならないのかなと思います。そ

れで今後、先ほど言いましたように観光、他市町村というか、いろいろなまちにもＰＲしてい

かなければならないと思いますがその辺をちょっとお聞きして終わりたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  岡村産業経済課長。 
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○産業経済課長（岡村幸男君）  委員のおっしゃるとおりでして、地元の消費ということも

当然大事なのですが、私ども、これをやっている１つの理由の中にはやはり外からお客さまを

呼び込みたいというこういうこともありまして交流人口をふやしたいと。そして、なおかつ、

外からお金を白老で落としてもらうとこういう考え方に基づいておりますので、そういう意味

では、町内だけではなくて近隣市町村、それから、札幌圏も含めてこれからＰＲを行なって人

を呼び込みたいとこのように考えてございます。 

○委員長（及川 保君）  ほか、ございませんか。ございませんね。 

 それでは、次に進みます。８款土木費に入ります。主要施策成果説明書は 88 ページから 101

ページまで。決算書は 149 ページから 164 ページまでです。質疑のございます方はどうぞ。９

番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君）  93 ページ。港湾問題について、お尋ねいたします。町長がいない中

ですけれども、３年連続地方港湾でトップの実績を残して、そういう努力を本当に認めながら

水をかけるような論議をして申しわけないなというふうには思いますけれども。３商港区、平

成 18 年に着工して、それで、供用開始は２年遅れの 24 年度を目標にするという予定だったの

です。ところが、18 年度から建設費をずっと見ますと、18 年から７億円、５億円、５億円、４

億円と、21 年度は４億円になっているのです。どんどん減っているのです。徐々に削られてい

るという感じがするのです。それで、平成 22 年当初予算では３億円まで下がっているのです。

この状態で平成 24 年度の供用開始というのは見えているのかどうなのかということを質問し

たいのです。国の予算と、それから、交付税に頼る大型開発事業だけに気になるわけですけど

も。今朝、報道がありました。道の地方港湾に回される国の予算はピーク時の２割にしかなら

ないという報道であります。現政権の地方港湾に対する姿勢というのはかなり厳しくなってい

るのだなというふうに思うのですが、町はこの情勢とあわせてどういうふうに考えられている

のか。その点をお伺いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君）  ２点ほどございました。１点は 24 年度に向けての供用開始

ということでございます。確かに毎年 18 年度から単年度ごとの事業費は減ってございますが、

24 年度の目標というは確かに年度ではございましたが、実際に供用できるのは 24 年度の早い

時期という目標でございました。ですから、24 年度中に何とか第１船を入れたいということで

関係機関と協議を進めている状況なのです。ことしも確かにまた削減ということで、同様の趣

旨で６月会議でも一般質問ございましたが、そうなると 24 年度中に何とか工事を終わらせて

25 年度、暦でいきますと平成 25 年５月、６月、その時期が第１船に入ってくるのではないか

なというふうに見込んでございます。供用できるという年度は、完成できるのは 24 年度とこう

いう目標は変わらない状況で進んでいますが、月でいくと大分後ろのほうになってしまう、25

年の３月になってしまうという厳しい状況でございます。 

 もう１点ですが、地方港湾の影響でございます。確かに新聞報道等ございまして町長も何度

も上京していただいて予算折衝してございますけども、その前に重要港湾もかなり厳しくなり

まして、重要港湾が今度は重点港湾ということになりまして、道内でも３港ほど予算配分が厳
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しい状況になっていると。当然、地方にもその影響が出てきまして、地方港湾は今、８月末現

在では、100％要求していたことが 85％ぐらい、15％ほどカットされるのではないかという見

込みで我々のほうには話が伝わってきてございます。それで、何とか今、北海道開発局さんの

ほうにもお願いしていますが、目前に 24 年度という供用開始がもう目に見えています。来年も

う 23 年ですから。何とか白老の港湾は予算の獲得をお願いしたいということは強くお願いして

ございますので、厳しい状況は変わりませんけども何とか目前に迫っているという状況で白老

町の予算要求を確保ということのお願いを強くしている状況でございます。以上です。 

○委員長（及川 保君）  ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君）  斎藤です。段々厳しくなってきているというそういう情勢だという

ことがよくわかります。それで、景気が低迷しているときだけに第３商港区完成に期待すると、

景気が後退しているのだから第３商港区をつくりたいと、それに期待するのだという町側の答

弁というのはずっと聞いてきたわけで。それもわからないわけではないわけであります。だけ

ども、平成 21 年でいえば、企業が相次いで撤退をしたと。この２年間で企業誘致はなかったと。

それから、工業団地の状況も余りかんばしくはない。そんな中で港の移入と移出の割合でいえ

ば、ほぼ３対７で圧倒的に砂の移出に頼っているとこういう状況があるわけであります。その

ほかに日本製紙、具体的に名前をあげて悪いかもしれませんけども、やっぱり一番伸びを頼り

にしていた地元の企業がどれほど伸びてくれるかと。特に日本製紙関連の実績がどう伸びてく

れるかとこういうふうに期待するわけですけども、21 年度の日本製紙関連の実績というのはど

ういうふうにおさえられているのか。そのあたりを伺います。 

○委員長（及川 保君）  赤城港湾室長。 

○港湾室長（赤城雅也君）  21 年度の日本製紙の貨物量は、移入で６万 9,562 トン、紙の移

出で４万 4,775 トン、総量で 11 万 4,337 トンとなっております。これは前年に比べまして、ち

ょっとお待ちください。 

○委員長（及川 保君）  暫時、休憩いたします。 

休  憩   午前 １０時２５分 

                                           

再  開   午前 １１時２６分 

○委員長（及川 保君）  それでは、休憩を閉じて、会議を再開いたします。岩城都市整備

部長。 

○都市整備部長（岩城達己君）  申し訳ございません。今、数値確認いたしますので後ほど

答弁させていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  それでは、ほか。９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君）  今の部分は報道何かによれば、日本製紙も低調だったということが

あるからかなり厳しい状況にあるのだなというふうに思いながら、今、質問させていただいた

のですけれども。それで、この港の論議をするときに、この前も本会議の一般質問の中で同僚

議員とのやりとりがあって、今この情勢の中で地場産業を起こして暮らしを守る政策を重視す

るのか、あるいは開発事業の中で企業誘致などの政策を重視するのかと、どうなのだという論
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議があったわけです。それで、どちらを軽視していい何ていう論議にはなかったと思うのだけ

ど、町長はそんな中で両方が車の車輪だから両方大事にしたいとこういう答弁をされたと思い

ます。質問者のほうでは、今、視点を変える必要があるのではないかという観点で話をしたと

思うのですが、そんな中で同じことになりますけども、私ももう一回伺いたいと思うのですが、

町の地方債の中で港関係の 70 億円という起債が財政を圧迫しているのでないかというふうな

気がするわけです。実際に平成 16 年から 21 年度の港の建設費だけを足してみても、起債総額

は約 18 億 8,000 万円、それから、一般財源で２億 9,000 万円。約ですけど。これを持ち出して

いると。起債 18 億 8,000 万円と、この一般財源の２億 9,000 万円の持ち出し、この金額は今後

の町民生活を潤していく投資になるのかどうなのか。そこを一番心配するわけです。少なくて

も現在の暮らしの状況からいえば、毎年の起債と一般会計からの持ち出しを半分にすれば、そ

れだけ暮らしのほうへ回される。税金を払えないとか、いろいろな話があるわけですけども、

そういうようなもの、あるいは新しい暮らしを守っていくお金に回すことができないか。供用

開始を今、必ずここまでやらなければならないという、そういうふうにいうと話だめになるの

かもしれませんけど、やはり延ばしてでも政策を切りかえていく、そういう時期ではないかと。

本当に国の状態も、あらゆる条件が悪い中で本当にそこに全勢力をぶち込んでいくということ

が、今、まちづくりの大事な重点なのだろうか。これで全部、そこのところが完成すれば、ま

ちが活気を取り戻して好転していくという形ではないだろうと。ここは辛抱のしどころではな

いのか。やはりそれ以上に町民の暮らしが大変な状況になっている、その中で暮らしを守る政

策を重視すると、そういうことになるのではないかと。私はどういう気がしてしようがないの

です。そういうふうな観点でものが考えられないのかどうなのかということ、これは町長でな

ければお答えできませんが。副町長が変わってお答えできるのかもしれませんけども。そのあ

たりのことについて伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  目時副町長。 

○副町長（目時廣行君）  まず、今、町内で一所懸命頑張っている事業所については、これ

も当然活性化を図っていくということで、先日大渕議員のほうから軸足を変えるというような

お話もありました。当然、地元企業も元気を出すような、そういった政策も必要だというふう

に考えております。また、港の整備ついて、あと何年かじっと我慢して、やっぱり投資をして、

今まで投資した分ありますから、これを無駄にするということはできませんので、これを早く

完成させて有効に活用するということも大事だというふうに思います。今、経済情勢が世界的

にも国内的にも大変な時期でもありますし、また、国の財政状況も大変な状況の中、何とかい

ろいろ工夫しながら港の整備については国にもお願いをしながら早い時期に供用開始をして、

まず、地元の企業さんに活用していただくということが一番大事な視点ではないかということ

は考えています。そのことによって企業誘致がまたチャンスも出てくるでしょうし、また、地

元の今まで地元で頑張っている企業さんも港の活用ということも考えられるということもあり

ますので、まず、ここは早く港を整備することが第一ではないかというふうに考えております

ので、この辺はやっぱり住民のサービスを重点ということも斎藤委員の気持ちも十分わかりま

すし、この辺のバランスは十分考えていく必要があるかなというふうに考えております。 
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○委員長（及川 保君）  それでは、答弁保留の部分を行ないたいと思います。赤城港湾室

長。 

○港湾室長（赤城雅也君）  大変申し訳ございません。先ほど平成 21 年度の貨物量を申し上

げましたが、平成 20 年は移入で８万 2,499 トン、移出で６万７トン、トータルで 14 万 2,506

トンということで、前年の 80％台ということで若干落ちています。ただ、今、フル操業をして

いるということを聞いていますので、実際貨物も原材料も入ってきていますので、ことしは伸

びると思っております。以上です。 

○委員長（及川 保君）  もし、何かあれば許可いたします。よろしいですね。 

 ほか、ございませんか。６番、本間広朗委員。 

○委員（本間広朗君）  １点だけお聞きしたいと思います。道路管理について。項目がちょ

っと見当たらないのですがよろしいでしょうか。 

 今、大変他のまちから、アヨロ川の河口付近なのですけど駐車される方がたくさんおられま

して、その近隣の方が大変、朝３時頃に来て車ブーブーやるものでちょっと迷惑しているとい

うことで僕もお話聞いています。それで、その家の前にコーンを立てて、自ら駐車禁止にして

いるところもあるのです。それは本来、多分道路のあれとして許されないことだと思いますが、

そうやって近隣の方は自己防衛しているのですけど。まちの取り組みといったらあれですけど、

駐車禁止にするなり、看板を立てるなり、何かそういう手立てができないのかなと思いまして。

その辺ちょっとお聞きしたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長(辻昌秀君）  今のご質問、道路管理というよりは道路の交通規制に関する質

問かと思います。私もちょっと十分な実態を把握してございませんけれども、このサケ釣りの

時期、虎杖浜の町道周辺に結構駐車されているというようなお話も聞いてございます。そうい

う部分では実態も把握しながら、また、交通規制ということになりますと警察公安委員会の所

管になりますので、関係する部分もまず実態把握した上でいろいろご相談して、対策を何か講

じられるものがあれば警察のほうと相談していきたいなと思います。 

○委員長（及川 保君）  ６番、本間広朗委員。 

○委員（本間広朗君）  規制にもいろいろちょっと問題があるかなと。道路規制すると今度、

住宅街に車が入るのです。あそこは駐車するスペースがほとんどないのです。広場とかそうい

うところが。それで、多いときで、僕が数えたときにも 80 名、100 名近く来ているという方も

降りますので、その方の車とか駐車するスペースがないところでそれだけの台数が、例えば規

制してしまうと住宅街の中に入ってくるという問題。今度、本当に住宅街の中のほうが大変迷

惑かかると思うので、ぜひ、何かまちのほうで対策を打っていただかないと、僕もずっと見て

きましたが、ずっと懸案になっていることなので、ぜひ、まちのほうでちょっと取り組んでい

ただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君）  道路規制のほうは先ほど担当部長のほうでお答えしました。

それで、道路管理者としてどう対応するかというふうになると、なかなか目的の施設、公共施
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設があって駐車場が必要だということはあり得るのですけども、そういう釣り人のために新た

なスペースをつくるということはなかなか難しいかなと。いろいろな地域がありまして、虎杖

浜に限らず白老は海岸に面しているまちですから、いろいろなところで同じような状況が出て

きていると思います。そうでありますから、それぞれに自由スペースといいましょうか、公共

的な海岸保全区域だとか民地でない部分を釣りに来た方がそこにちょっと置くということは可

能かと思うのですが、行政が自ら、それでは、駐車場をつくりましょうかということは今のご

質問の虎杖浜のあの場所を考えると区域的にも非常に難しい場所だと思います。実態は私たち

も通ってみて、縦列駐車で並んでいる状況を見ますと、あそこからもし誰かが、子供が飛び出

しだとかそういう交通安全上の問題、それから、騒音の問題あろうかと思うのですが、実態と

してはそこにスペースをつくるということはかなり難しい。近くにある加工屋さんも自ら店の

前に駐車場をつくって対応しているという実態もあります。これは釣り人とは別ですけども。

やはり行政ではなくて何か違うことを考えないとなかなか難しいかなと。現状は、今は非常に

厳しいと、難しいという状況でございます。 

○委員長（及川 保君）  ほか、ございませんか。９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君）  斎藤です。91 ページ。社台地区の橋梁工事の件なのですが。町長の

報告にも鉄北幹線整備を進めてきて、社台橋の架けかえが完了し６月から供用されたとこうい

うふうに報告になっているわけですけども、立派な橋ができた、よかったなというふうには思

いますけども、これがその後どういう、前にも話を聞いたことはあるのですけれども、あの道

路、かなりでこぼこがあるものですから、これからの日程をどういうふうに考えているのか。

そのあたりを伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  安達建設課長。 

○建設課長（安達義孝君）  21 年度に橋梁工事全部終わりまして、前後を今度は改良します、

25 年までです。その後は、今、道ともずっと以前から協議している道道昇格のことも踏まえな

がら、国道、高速道路ございまして、そのほかの路線というのは縦断的にございませんので、

この路線を以前から道道昇格のほうに要望していますけども、なかなかちょっと道のほうも現

状は難しいということはいただいていますけども、継続的に行なっていきたいなと考えており

ます。 

○委員長（及川 保君）  ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君）  確認しますけど、25 年までの計画は立てているということですね。 

 それで、やっぱり私たちもこれをやる以上は相当の金がかかる問題ですのでいち早く道道に

昇格できるということを望むわけですけども、どこまでやったら道道に昇格するというそうい

うめどがないまま続けていかなければならないのか。ある一定のめどを持ちながら、ここまで

やれば道道に強力に推挙できるというようなことになるのか。これから考えていけば、ずっと

いったら、鉄北幹線ですから敷生川のほうにもかかっていきます。そうすると、これまたすご

い金になる。その前に早く道道に昇格させなかったら、この工事というのはなかなか進んでい

かないだろうというふうに思うのですけども。本当に今気になるのはどこまでやったらいいの

かという、そのあたりの感触というのはつかまえておられるのかどうなのか、そこのところを
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聞きたいです。 

○委員長（及川 保君）  岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君）  今、北海道もいろいろ財政難で地域の全道の要望をすぐ受

けて道道昇格になるというのは非常に厳しい状況はご承知のとおりと思います。それで、白老

も長くから鉄北幹線道路という分の要望を上げてございまして、現在、石山西通り、大滝から

つながって港まで下りる道路。今、精力的には石山西通りのオーバーブリッジというＪＲをま

たいで橋が架かります。それは 24 年度まで事業を終えるということでお願いしてございます。

それで今まだ出張所なりの単位でのいろいろな協議を行なっているところなのですが、何とか

今、精力的にそれを終えると次はこちらのほうのルートに何とか昇格。単純なる１路線を道道

昇格は厳しいのですが、路線変更という手法があるのです。道道にはなるのですが、今の大滝

から石山工業団地を通って国道にタッチするというのを、今度は大滝から出てきて、それを今

のポロト・社台線、苫小牧へタッチするというふうに路線を変更する手法というやり方もない

かということを今、盛んに協議しています。これはルート変更ですから、道道にはなるのです

けど、単純な昇格とは違うのです。路線の認定変更みたいな形になりますから。今、その辺で

何とかできないかということを一所懸命私どもお願いして、現地も見ていただいていますので、

そういう報告になるように精力的に取り組みを進めているとそういう状況でございます。 

○委員長（及川 保君）  ほか、ございませんか。ありませんね。 

 それでは、先に進みます。９款消防費に入ります。主要施策成果説明書は 102 ページから 105

ページまで。決算書は 163 ページから 168 ページまででございます。質疑のございます方はど

うぞ。ありませんか。 

 それでは、先に進みます。10 款教育費に入ります。主要施策成果説明書は 106 ページから 132

ページまででございます。決算書については 167 ページから 182 ページまでです。質疑のござ

います方はどうぞ。15 番、吉田和子委員。 

○委員(吉田和子君)  15 番、吉田でございます。小中学校両方つうじてのことですので両方

一緒に質問したいと思います。国の学校のＩＴＣ環境整備事業を受けて 21 年度に地域活性化経

済対策臨時交付金と公共投資臨時交付金に伴う措置として平成 21 年度小中学校の地上デジタ

ル放送の対策事業のテレビの入れかえと、それから、もう１点はコンピューターと電子黒板、

これが各行政の所管、他の課の理解もあって割と教育委員会が大幅に予算をいただいての設置

だったというふうに思います。それと同時に前故久慈部長が言っていましたけれども、電子黒

板の関係もちょっと遅れていたら、もうほかの学校はだめだったと。そういったことも含めて

各小中学校に電子黒板が１台、それと、パソコンの入れかえ。そういったことでいろいろな整

備がなされました。それを受けて、１つは教育の効率化と向上を図るための電子黒板であると。

それから、各学校１台設置されましたけれども、この活用方法と子供たちの反応。それから、

効果をどのようにとらえられているか、お伺いしたいと思います。総務文教常任委員会といた

しましても、今後、この定例会が終わりましたら所管で施設の見学をさせていただきたいとは

思っておりますけれども、国の制度でなったのかどうかわかりませんけど、今の教育に電子黒

板等も必要ととらえての設置だったのか。それに対しての子供たちの反応。それから、勉強を
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進めていく上でどういった子供たちの反応、効果があったととらえているのか伺いたいと思い

ます。 

 それともう１点。パソコンも更新されましたけれども、大体一番生徒の大きいクラスに合わ

せて、その授業のときには１人１台は必ず使えるようになっているということなのですが、私、

何でこれを出すのかとちょっと思っていたのですけど、パソコンの更新のときに設置率という

のを出しました。白老は小学校が 0.6 人に１台だったかな。６％だったかな。中学校が 4.9％

となっているということなのですが、これは児童生徒数が少なかったらパーセント上がるので

はないかなと思うのですけど、設置基準みたいな、この設置率というのは白老町はいいほうな

のか、悪いほうなのか。聞いていいのかどうなのかと思いながら、これは何のためにあるのか

というふうにちょっと思ったのですが、その点伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  本間教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君）  １点目の電子黒板の関係でございます。電子黒板の関係に

つきましては、昨年度、委員言われましたとおり設置させていただきまして、現在、各小中学

校ともそれぞれ小学校については６台、中学校については４台設置させていただきました。そ

の中で特に効果といたしましては、授業では、小学校については算数、中学校については外国

語、それと数学といったような授業を主に活用させていただいていると。それと同時に職員研

修などでもそういった電子黒板を使った今後の授業のあり方だとかそういうことを含めて教職

員にも活用されていると。それで、頻度ですけども、週のうち半数以上この電子黒板を活用し

た中で子供たちの授業に対する、または教職員内部のそういう資質向上に活用されているとい

ったようなことで、設置目的は今のところ達成されているのかなというふうに考えてございま

す。 

 それと２点目のパソコンの関係でございますけども、当初お話していたのは要するに各学校

におきまして学年ごとに児童生徒数の増減があると。ですから、その学校の学年のマックスと

して設置することによって１人１台が使えるといったようなことで当初そういう設置をしてい

きました。昨年です。そういうようなことでの設置台数になっております。そのことによって

子供たちの学習意欲といいますか、そういったことについても学校現場から聞いているのは、

やはり新しいパソコンを設置したことによっての速度だとかそういったようなことも含めて。 

 電子黒板についてもやっぱりわかりやすい授業といいますか、そういったようなことで子供

たちの反応もいいというふうには学校現場のほうから聞いております。以上です。 

○委員長（及川 保君）  暫時、休憩いたします。 

休  憩   午前 １０時５４分 

                                           

再  開   午前 １０時５４分 

○委員長（及川 保君）  休憩を閉じて、委員会を再開いたします。 

 葛西教育課主幹。 

○教育課主幹（葛西吉孝君）  もう１つありましたパソコンの設置率の関係でございますが、

これにつきましては、文科の基準では児童生徒に１人１台という基準が設けられております。
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それで、うちの場合、パソコン教室で全生徒が網羅できるという形をとっているものですから、

現実的には、子供たちの受ける恩恵としては 100％設置されているということで考えておりま

す。以上でございます。 

○委員長（及川 保君）  15 番、吉田和子委員。 

○委員(吉田和子君)  わかりました。電子黒板についてなのですが、大変効果的に使われて

いるということと、それから、私もちょっと意外だったのですが、私はどちらかといったら理

科とか社会とかそういったほうに使っているのかなと思ったら数学だとか、そういったことで

は数値的なものが出される。私は、いろいろな色が出るのでどちらかというと理科とかそうい

う実験に使うのかというふうに考えて、単純に。見ていないものですから、ちょっと思ったの

ですが。それは別としては、私は今回そういった特別交付金等によって設置をされました。こ

れは今後、学校にあったほうがいいということでこの事業が進められていくものなのか。とい

うのは、各学校に１台でいいものなのかどうなのか。今後、そういう効果があるということで

あれば、白老町はちょっとついていたということで早く交付金があったからつけられたという

ことで、そうでなければ町単費でやらなければならない事業だったのかどうなのか。今後、そ

ういった町単費ででもふやしていくという事業なのかどうなのか。その点をちょっと伺いたい

と思います。 

 それともう１点。これはまだちょっと先のことになるからいいですが、中学校が適正配置に

なると空いたところの黒板というのは移動できるものなのかどうなのかなとちょっと思ったも

のですから、その点を伺いたいなと思ったのです。 

 それともう１点は、パソコンについて入れかえがあるというときに議員の方からも質問出て

いましたけれども、教職員に対するパソコンの配布ということで、子供たちが使ったものを使

うことができないのかと確かあのときあって、確か、本当はだめだということだったと思うの

ですが、後で確認をしたら、使えるものは教職員が使ってもいいということになったというよ

うな、私も確実には調べていないのですがそういった答弁があったように記憶しているのです

が、そのものは教職員が使われるようになったのかどうなのか。この間ちょっとテレビ報道を

見ていますと、教員のためのパソコンを買うというのが出ていましたので、やっぱり教職員１

台というのは必要になってくるのかなと。ただ、白老町はそういった面では、このことが利用

できるようになったのかどうなのか。その点をお伺いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  本間教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君）  まず、電子黒板の関係で今後理科だとかそういったような

教科にも活用できないのかというようなことと、それと、単費でも増していくのかというよう

なお話でございます。昨年設置して、今の状況を踏まえながら、今後も学校現場とも協議いた

しまして、ふやす必要があるかどうかということも含めて見極めながら検討してまいりたいと

思いますが、今のところは学校現場からは各１台ということでの活用で一応満足しているとい

うような状況で聞いております。 

 それと、中学校の関係で、適正配置の関係で中学校に配置された電子黒板が移動できるのか

どうかということについても、それは移動可能だということでお答えさせていただきます。 
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 それともう１点。教職員のパソコンの配置でございますけれども、これについても中には自

分のパソコンを使いたいというような先生もいらっしゃいますが、原則としては各教職員に１

台ずつ配置するというようなことで今その作業を進めているところでございます。以上です。 

○委員長（及川 保君）  本間教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君）  まず、教職員のパソコンの配置ですけども、当初言われて

いたとおり、コンピューター教室に使っていたものを教職員のほうに回しておおむね１人１台

という形でそれは今現在作業をやっております。 

 それと、電子黒板の設置義務云々の話でいきますと、義務はございません。義務はございま

せんけども本町としましては子供たちのやっぱりそういう教育環境整備ということで昨年の国

の予算などを活用して設置したということでございます。以上です。 

○委員長（及川 保君）  それでは、暫時、休憩をいたします。 

休  憩   午前 １１時０１分 

                                           

再  開   午前 １１時１５分 

○委員長（及川 保君）  会議を再開いたします。 

 教育費の中で。14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君）  14 番、氏家です。今の電子黒板、それから、パソコンの導入、そう

いったものについては今の時代が求めるものであって、この流れをとめるわけにはいかないと

私も考えますけども、ただ、どうなのでしょうか。文科省あたりは今後こういった整備がどん

どん進んでいくと、今は、小学校あたりではパソコン教室みたいな部分で子供たちがパソコン

に触れる場所ができると。でも、今、この電子黒板というものがどんどん普及していきますと、

各教室で最近は、私ちょっとパソコンには詳しくないですけども、ノート的なものにすべて本

だとか教科書がすべて入っていくような、そういった時代が近い将来くると考えられます。も

う実際そういったものが市販されてきている。そういう時代にもう入ってきていることは現実

にあるわけです。ただ、私も天につばを吐くような議論はしたくはないけれども、そうなると、

各教室で子供たちが教科書がわりにそういったアイパッドを手に電子黒板と向き合うような、

そういった時代が近い将来くるのだと思うのです。そうなると、今まで進めてきた心の教育だ

とかそういったものというのは、果たして小学校の時代に継続していけるものなのかどうなの

か。そんな話をここで教育長にするのもあれですけども。いいのです。今、全国に約 2,000 万

人といわれています、小学校、中学校の学生さんが。例えばアイパッド、近い将来３万円か４

万円くらいでもってそこに導入されるような話になったときには１兆円規模の経済効果が生ま

れる。そうなると、経済と教育というのがそこにどうしても結びついてくる。愚念かもしれま

せんけども、私は教育の場、せめて小学校の場というのはパソコンに触れる機会があって、あ

と、もっと違う調べる力だとか想像力だとか心だとかそういったものを考えられるような場所

にしていくべきではないのかなと私は考えるのです。ただ、文科省が今後そういったものを実

証実験的にやろうというような話もちらほら聞こえてきますので、実際そういった近い将来が

くるのかもしれませんけども、これから地方分権だとか地域主権だとかという言葉がちまたに
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踊って歩いているようなそういう時代ですから、例えば白老町だけでもそういった心を育てら

れるような教育の場であってほしいなというふうに私も考えるのですけども。ちょっと天につ

ばを吐くような質問になるかもしれませんけども、今の教育現場、こういった執行された予算

については、私は何も反対する何ものもございません。ただ、将来的なことをちょっと心配し

ますと、そういった近い将来が見えてくるものですから、白老町の教育の今後のあり方みたい

なものをどう考えていらっしゃるのか一言だけ聞いておきたいなと思います。 

○委員長（及川 保君）  白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君）  ＩＣＴといいますか、そういう機器類の整備ということで、昨年、

パソコンなり、電子黒板なりを整備させていただきました。その傾向としては、全国的にそう

いう整備はしていますけども、先行して白老がやったということではなくて、学習の傾向がそ

ういうような形になっているのかなというふうに思います。ただ、先ほどの質問もありました

けども、電子黒板の効果、当初、昨年入れる前にある学校では先んじて電子黒板がありました。

私も見に行きましたけども、確かに効果としてはまだまだ検証しなければならないだろうなと

いうふうには思っていますけども、現場の声を聞きますと、電子黒板を使うことによって顔を

上げるようになったと。教科書では下のほうを向いていたりしますけども、子供たちの興味、

今の子供たちですからそういうものに長けていて、いわゆるそういう機器類の操作にも長けて

いて、顔を上げるようになって興味を示すようになったというのが効果もあるのかなというふ

うには思っています。ただ、今、委員さんが言われるように、いわゆる危惧するところもなき

にしもあらずというのは今も言われていますけども、心の教育がそのことによってどうのこう

のということは、私はないと思います。ということは、そういう機器類と心の教育をやってい

る内容とはまた別なのかなというふうに思っています。そこら辺は今回の新学習指導要領でも

いわゆる重点といいますか、やろうとしているのがやはりコミュニケーション能力の向上、そ

れから、言語能力の向上というようなことで重点に指導をするようにということもきています

ので、そういう機器類を導入したことによってそういうことが阻害されるといいますか、そう

いうことのないように私たちも現場とはそういうような話もしていきますし、そういうことの

ないようにしていきたいというふうに思っています。ちょうど先例として携帯電話が出て、携

帯電話のメール交信をすることによって友達同士の会話が少なくなったり、それから、文章を

書くだとかそういうことが少しずつ変わってきています、確かに。ただ、そういうものはそう

いうものとしていいものの長所は伸ばすけども、それによって阻害が出てきそうなことにつき

ましては、やはり違う形で指導していかなければだめなのかなというふうに思っています。危

惧する部分は先ほどのご質問の中で若干触れられていましたけども、私たちも違う面でやはり

なくしてはならないものといいますか、そういうものはこれからも指導していきたいというふ

うに思っています。 

○委員長（及川 保君）  14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君）  14 番、氏家です。決算審査の場でこういった話をするのはどうかな

と思ったのですけども、予算審査も同じだと私は考えますのでちょっと危惧した部分の話をさ

せてもらいました。 
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 教育長、北欧は教育レベルが今すごく高くなってきているというのは、例えば北欧の教育の

現場というのは、やっぱり各家庭にそういったパソコンやそういった電子機器はあるそうです。

ただ、学校には学校に来てものを調べるだとかそういったものは図書館で、そして、友達同士

で手に触れてみて、そして、調べる力、また、想像力、そういったものを身につける場として

教育の現場をおいているという話をある本で読んだことがあります。そういったことで考えま

すと、確かにこれからの社会情勢をとめることもできないでしょうし、社会変化をとめること

もできないと私は思いますけども、せめて教育の現場の中では今までやってきたことは決して

間違いではないと。心の教育についても、また、読み書きにしても、見て調べる力、想像力を

養う、そういった現場が確かにしっかりとした教育につながっていくものだと私も考えるもの

ですから。これは決算審査の場であります。今までの予算執行がしっかりなされているという

ことは私も認めるところでございますけども、やっぱり今後の教育の現場においてそういった

ことを忘れないで、あらゆる面で子供たちの目線、また、将来の教育の目線に白老町はしっか

りとした取り組みをしているのだというところを忘れないで行なっていただきたいなと思う観

点から今回こういったことを言わせていただきました。 

○委員長（及川 保君）  白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君）  ご質問の趣旨わかりました。私も基本的にそのように思っていま

す。先ほどと重複するような答弁になるかもしれませんけども、やはり時代の流れといいます

か、社会の流れの中で新しい学習の形態が変わってきているというのも、これは否めないし、

また、そういうものを導入して教育効果を上げるというのは、それはやっていかなければなら

ないというふうに思います。ただ、そのことによって片方が失われるだとか、減少するだとか、

マイナス要素が出るのであれば、やはりそれはいけないだろうというふうに思っていますし、

先ほど言いましたとおり、すべてが今後どうなるかという予想はなかなかできませんけども、

１人ずつに、それこそ机の上にノートパソコンが乗る時代がひょっとしたらくるかもしれませ

んけども、すべての授業がパソコンで、いわゆる会話なしにそういうものだけでできるという

ふうには思っていませんので、利用する効果があって利用できるものは、時代の流れに乗って

そういうものは利用しますけども、やはり目を見て人の話を聞く、それと、考える力、そうい

うものはパソコンといいますか、そういう電子機器類を使わないでしなければならないものに

ついてはやって行かないとだめだというふうに思っています。現実の問題として電子辞書だと

か何とかという書物も入っていますけども、当然今の時点ではそういうものは学校に入ってい

ませんので、いわゆる、前にも言いましたけども、朝読書、実際に書物を読むだとか、読む力、

読解力をつけるだとか、言語力をつけるだとかそういうものは、やはり個々のいいものはそう

いうものを使って子供たちの学習、学力の向上に努めていきたい、あるいは生活支援をしてい

きたいというふうに思っています。 

○委員長（及川 保君）  ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君）  斎藤です。ただいまの近代的な教育環境、教育設備の話とはまた別

な面で１つ伺っておきたいと思うのですが。113 ページと 118 ページの小中学校校外学習費の

問題であります。校外学習費が小学校のところで 77 万円です。当初予算でみますと 123 万 6,000
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円計上されているのです。そのうちの 77 万円 4,000 円が支出されている。中学校でいうと、19

万 1,000 円の予算に対して５万 5,000 円の支出になっているのです。それと、小中学校合わせ

ると、予算上では 142 万 7,000 円計上になっているのです。決算が 83 万円なのです。残額が

59 万 5,615 円ということになります。それで、142 万円の予算に対して 41.7％の不用額になる

わけですけれども、これは何を意味しているのかということ伺いたい。 

○委員長（及川 保君）  渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君）  小学校、中学校それぞれの校外学習事業経費といいますか、こ

の経費が当初の予算よりも大幅に低くなっているといいますか、決算としてはそういう形にな

っているのだけれどもその理由といいますか、その辺のところについてということでは大きく

言いますと、校外学習のバスの借り上げ料、それと、冬季の間にスケートリンクで自分の学校

のスケートリンクを使う場合もあるのですが、ポロトのスケート場を利用される場合がありま

して、そのときの入場料といいますか、それとしてみております。スケートリンクの場合には

どうしても期間が限定されまして、回数が学校での予定と、それから、実際に利用する場合の

都合といいますか、そういうようなところがありまして、入場の回数が減っていたという状況

があります。 

 それと、バスの借り上げにつきましては、予定として出ている額のところでは、事業として

は遂行している状況にありますけれども、料金として下がっているといいますか、そういうよ

うなところで大幅に額が減っている状況にあります。 

○委員長（及川 保君）  ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君）  校外学習のバスの借り上げ料、それから、中身はプールだとかスケ

ートのバスの借り上げ料ということになっているわけです。大体ほとんど子供たちが動いて歩

くバスの借り上げ料に、これは計上されているのだというふうに思うのですけれども、それで

は、校外学習はこの支出のうちの何％、プール、スケート学習、こういう運動にかかわる支出

は何％というようなことがお分かりでしょうか。その割合を分かれば教えていただきたいとい

うふうに思うのですが、今、部長の話でスケートの回数何かは減っていると。回数が減ってい

るのだという話に聞こえたわけですけれども、最近ではグラウンドのスケートリンク何ていう

のもなかなかもう、子供たちが少なくなって、温暖化のせいもあるのでしょうけども、グラウ

ンドでのスケートというのはもうなくなってきているのではないのかなというふうに思うので

す。そういう中でそういう機会が奪われていないのかどうなのか。それから、プールも各学校

におけるプールというのは全部なくなってしまったわけです。そういうところへ子供たちが夏

の、夏だけに限らないのかもしれないですけども、水泳に行く機会というのがものすごく減っ

ているのではないか、そういうような危惧を覚えるのです。それで、せっかくのこういう予算

が学校の中で使われることができない、使うことができないようなそういう状況になっている

のかどうなのか。そこを心配するものですから、そのあたり伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  田中教育課主幹。 

○教育課主管（田中規雄君）  校外学習のバスの借り上げということでございますが、実は

町のスクールバス、これも校外学習に使っております。それで、バスについてはプールだとか、
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それから、スケートリンクのときに重なって予約が出てくるときがあります。そのときのみ借

り上げをしているということで、借り上げ料と関係なく実際授業は町のスクールバスのほうも

運行してやっているということでございます。それで、スケジュールについては各学校に協力

を得ながら時間をずらしたり何だりということも含めまして極力借り上げを減らしていく方向

で今回も減っているところでございます。 

 それから、リンクの使用料ということでございますが、これは子供の人数が減ってくるもの

ですから、若干ずつリンクの使用料は減ってきます。ただ、今、大体１校で２回ぐらいを予定

していまして、去年あたりでも 28 万円くらいのリンク使用料として使われております。それで、

去年も各学校でもリンクはつくっているところがありまして、だめな学校も出てきております

が、ポロトのスケートリンクと自分のところの学校のリンクとうまく使いながらスケート学習

をしているという現状でございます。 

 今の校外学習の中でバス借り上げ料が小学校でいけば約 38 万 4,000 円なのですが、リンク使

用料が約 28 万円です。それで一応割合ということになりますが、パーセント的には 55、６％

がバス借り上げ料になると思います。ちょっと計算してみないと分かりませんけど。以上でご

ざいます。 

○委員長（及川 保君）  ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君）  大体事情はわかりました。これで事項の目標が達成しているのだと。

校外学習、予定したものが全部予定どおり学習を行なっていると。あるいはスケートだとかプ

ールについても自分たちの目標に対して時間を達成しているのだということであれば何も言う

ことないのです。それで金額が減ってくるのだったら、それでいいことはいいのですけども。

前から心配していたのは、水泳だとかスケートだとかそういう小中学校の時間数、目標時間数

にきちんとあっているのかどうなのか。時間として、指導しなければならない時数として達成

しているのかどうなのか、そのあたりが気になるところなのです。段々、プールに行くのも数

が減っているとかそういうような話が随分ありますので、そういう時間数何かについてどうい

うふうにおさえておられますか、そこだけお聞きしたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  本間教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君）  水泳、スケート関係の目標時間数が目標に達しているかど

うかというようなご質問でございますけども、確かにスケートに関しては暖冬の影響もあって

自校のリンクが活用できないというようなこともありますけども、町外のスケートだとか、あ

と、ポロトも活用しただとか、そういったことで目標の時間数はほとんどの学校では達成して

いると。それと、水泳についてもそういったことで年度当初そういう計画を立てた回数につい

ては消化しているというふうに学校のほうからも報告がきていますし、我々としてもそういう

ふうなおさえをしてございます。以上です。 

○委員長（及川 保君）  ほか、ございませんか。11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君）  11 番、土屋です。113 ページと、それから、117 ページに小中学

校合わせての要保護児童生徒の就学援助費についてちょっとお伺いしたいと思います。よく夏

休み、長い休みが終わって、子供たちが学校に来るとやせている子がふえるという話を聞くの
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ですけれども、今のこの経済状態の中で白老町においては準要保護児童生徒の数としては、21

年度の数で見るとわかるのですけれども、それ以降 20 年度からどの程度の変更があるのか。変

化があるのか。 

 それと、準要保護児童生徒の対象にならない、その一歩手前の層、そういう層はどのくらい

の数値であるのか調査されていますでしょうか。 

○委員長（及川 保君）  本間教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君）  まず１点目の率の問題というのは、全児童生徒数に占める

準要保護の率のことだと思いますけども、それについては数年前から約 20％を超えていると。

21％というような割合になってございます。 

 それと、その一歩手前といいますか、そういうような状況にあるというような、数値的にど

のぐらいあるのかということのご質問かと思いますけども、その辺についてはいわゆる準要保

護の申請何かで認定をしてということになりますので、その一歩手前の方々がどのぐらいいる

かということについては、我々としてはデータ的にそういう調査はしてございませんので今の

ところ明確なことはお答えできないという状況でございます。以上です。 

○委員長（及川 保君）  11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君）  11 番、土屋です。この小学校と中学校の就学援助費を見ますと、

単純計算で 2,000 万円ちょっととなります。今、こういうような経済の中で小学校の教育費を

無料にしている自治体もあるわけなのですけれども、将来的にこれからどんどんふえていく、

親の経済状態も厳しくなっていく中で将来的に白老町としては、せめて小学生の教育費を無料

にするというようなお考えはお持ちではないですか。 

 それと、例えば無料化にした場合の試算というのはされていないですか。お伺いします。 

○委員長（及川 保君）  渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君）  この小学校の教育費の無料というのは、教材費の無料という考

え方ですか。全部ということになりますか。現状の中ではそういう考え方ではおりません。で

すので、当然試算等ということもしてはいない状況にあります。 

○委員長（及川 保君）  11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君）  恐らくそういうお答えが返ってくると思っていました。ただ、本

来、義務教育というのは国の責任でもって、すべて平等に無料でなければならないと思うので

す。基本的に私はそういうふうに考えますけども、将来的にこの経済状態がこのまま進んでい

くと本当に教育を受けられなくなるような子供が続出してくるのではないかと危惧されるわけ

なのですけれども、せめてやっぱり少しでも光の当たるようなそういう教育政策を私は望みま

すので、そのことだけお伝えして質問を終えます。 

○委員長（及川 保君）  渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君）  当然、国がそういうものを進めていくということであれば白老

町ももちろん無料化ということを検討していきますけれども、現状の中ではなかなかそうはい

かない。それで、できるだけ要保護のお子さん等についても家庭状況等を担任も含めて見なが

ら、必要であればその都度こういうような手続きをということで進めておりますので、現状と
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してはそこのところでこれ以上はなかなか難しいのかなというふうにおさえております。 

○委員長（及川 保君）  ほか、ございませんか。６番、本間広朗委員。 

○委員（本間広朗君）  本間です。129 ページの青少年の健全育成にあたるかどうかちょっ

とわかりませんが質問したいと思います。昨日は教育長の総括の中で青少年の健全育成につい

て、子供たちをねらった不審者情報が多くなっていると。そして、また青色回転灯のパトロー

ルを実施しますとありますが、今、本当にことしもそうですけど、私も学校のほうからもいろ

いろ不審者情報が聞かれます。それで、青色回転灯についてですがまちの職員も車で巡回して

いるのも見ますが、そのほかに町内のボランティアによる巡回もあると思います。ちょっと数

字を言っていいかどうかわからないですけど、まちの巡回の出動回数がわかれば。また、不審

者情報などを分かればお聞きしたい。押さえてあればでいいですけど。昨年とことし、わかれ

ば。わかるところで。 

○委員長（及川 保君）  中島子ども課長。 

○子ども課長（中島圭一君）  青少年健全育成で青色回転灯による巡回指導がありますけど、

それは年間 123 日実施しております。あと、不審者情報の件数については、今、手元にありま

せんので調べてお知らせしたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  ６番、本間広朗委員。 

○委員（本間広朗君）  本間です。ことしになって苫小牧の防犯協会のほうで青色回転灯を

取得するための、新聞でちょっと見たのですけど、講習をやっているのです。それで、なかな

か町内のボランティアの皆さんにどうぞそういう取得をしてくださいといっても厳しいのかな

と。３月の代表質問でもいろいろ回転灯について質問しましたけど。ここでは予算は立てられ

ておりませんが、まちが積極的に、ここにも不審者情報が多くなっているということもありま

すので、ぜひ、単費になるのかどうかわからないですけど、そういう観点からぜひまちのほう

で積極的にそういう講習を受けさせるとか、防犯協会と協力してとか、交通指導員とか、それ

らの各団体に協力していただいて青色回転灯の普及に努めてみてはどうかなと。ちょっと外れ

るかもしれませんが教育委員会の考え方をちょっとお聞きしたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君）  青色回転灯につきまして、教育委員会のほうは当然町として負

担をしているのですが、ほかの町内のボランティアの形で実施をしてくださっている方は防犯

協会さんがある程度、ガソリン代程度でそういうようなものを補助する中で活動をしていただ

いております。それで、件数がもちろん多く子供たちを見守ってくださるということは大変あ

りがたいことではあるのですが、今、言いましたように、経費的なものもあるものですから、

その辺のところは防犯協会のほうとも相談をさせていただきながらということでちょっと協議

をさせていただきたいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君）  ６番、本間広朗委員。 

○委員（本間広朗君）  本間です。本当にこれはいつそういう不審者とか被害にあわれるか、

明日かもしれないし、いつになるかわからない。ですから、できれば早急にというか、早くま

ちのほうで、教育委員会のほうでそういう対応をと。例えば講習会を開いて普及に努めるとか、
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そういうようなことを考えていただいて、防犯協会も各まちにありますので、それらの方にぜ

ひ取得していただいて。聞きますと、いろいろ講習を受けたり、２人で乗らなければならない

とかそういうハードルが高いもので、できればたくさんの人に講習を受けていただいて青色回

転灯の普及に努めていただきたいと思いますが、その辺。その辺を聞いて終わります。 

○委員長（及川 保君）  渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君）  子供を見守る体制というのは、１つは今お話のありました青色

回転灯のパトロール。それから、各小学校、中学校の校区等で町内会、それから、いろいろな

団体の方々子供たちを見守るための活動というのもしていただいております。それで、青色回

転灯がすべて効果がないということではなく、やはりそれだけということでなくて、それ以外

の子供たちを見守る体制ということも含めてちょっと考えさせていただきたいというふうに思

います。 

○委員長（及川 保君）  ほか、ございませんか。11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君）  11 番、土屋です。131 ページの給食センターについてお伺いしま

す。単純な質問なのですけども、予算書ではパイプの配管工事 2,200 万円が計上されているの

ですけれども、決算書ではそれが盛られていないのですけれども、これはどういう理由なので

しょうか。 

○委員長（及川 保君）  ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君）  2,216 万円、給水給湯工事の予算をつけて、途中でそれが削除にな

りました。ただ、そこの中でちょっと私気になるのが、そのときに説明があったのかもしれま

せんけども、給食センターの配管がもうかなり老朽化していろいろ騙し騙し使っていたのだと

いう話は私も何回も聞いているのです。ということで、もし、削除するだけまだ大丈夫だとい

うことになったのか。その程度だったのかということなのか。あるいはまだまだ我慢ができる

というふうにとらえているのか。もし、老朽化して働いている人に事故があったりしたら大変

だというふうに思いますので、その１点だけちょっと聞かせてください。 

○委員長（及川 保君）  本間教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君）  状況といたしましては確かに非常にもう危ない状況といい

ますか、危険な状況は危険な状況なのですが、ただ、そういった箇所についての状況の把握を

しながら部分的な修繕を行なってきているということで、一気に全部がだめになるというよう

な状況にはないだろうというふうに想定しておりますけども、いわゆる管の継ぎ目といいます

か、そういうところが段々管の厚さが薄くなってそこから若干の蒸気が漏れるだとかそういっ

たようなことが想定されている状況があります。それで、21 年度についてもそういったような

ことで数カ所そういう修繕を行なって今のところ大事に至っていないというような状況が実態

でございます。以上です。 

○委員長（及川 保君）  ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君）  給食センター建てかえの話も前から出ているわけですけども、配管

もそれを目当てにして、建てかえまでは我慢ができるというふうに押さえているということで

すか。その前に何回も修理しながら何とかもたせることができるという状態なのか。もう限界
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まできているのか。そのあたりがよくわからないものですから。そういうぎりぎりのところで

蒸気の配管というのはかなり危険を伴うのではないかというふうに思いますので。そのあたり

はどんなふうな状態ですか。 

○委員長（及川 保君）  本間教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君）  限界かどうかということになれば限界にほぼ近いような状

況にはなってございますけども、何とかあと数年、先ほども言いましたとおり、そういう管の

継ぎ目だとかそういったところの部分修繕を重ねていけば数年は何とかしのげるだろうという

ような状況で今の対応している状況でございます。以上です。 

○委員長（及川 保君）  中島子ども課長。答弁保留の件です。 

○子ども課長（中島圭一君）  先ほどの答弁保留のことについてご説明申し上げます。町内

で 21 年度につきましては、不審者情報は 10 件ほどございました。声掛けがほとんどなのです

が、その情報が入りますので、入り次第、その住所地区指導員に連絡しまして地域の巡回を強

化しているという段階でございます。以上でございます。 

○委員長（及川 保君）  本間教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君）  それと同時に、そういう学校現場に起きましてもそういっ

た情報が入りましたら、各 10 校に同じような情報を流しているというような状況でございます。

以上です。 

○委員長（及川 保君）  ほか、ございませんか。ありませんね。 

 それでは、暫時、休憩といたします。 

休  憩   午前 １１時５７分 

                                           

再  開   午後  １時００分 

○委員長（及川 保君）  休憩前に引き続いて、会議を開きます。 

 11 款災害普及費に入ります。主要施策成果説明書は 133 ページ。決算書は 181 ページから 182

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

 それでは、次に進みます。12 款公債費に入ります。主要施策成果説明書は 134 ページから 138

ページまで。決算書は 181 ページから 184 ページでございます。質疑のございます方はどうぞ。

公債費です。ございませんか。ありませんね。 

 それでは、次に進みます。13 款給与費に入ります。主要施策成果説明書は 139 ページから 140

ページまで。決算書は 183 ページから 184 ページまででございます。質疑のございます方はど

うぞ。12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君）  12 番です。簡単な質問なのですが。この給与費なのですが 20 年に

対して 21 年が管理職手当、これが 294 万 3,375 円ふえています。それから、時間外手当が 20

年に対して 1,043 万 4,387 円ふえている。それで、こういう財政事情だし、それから、給与費

削減ということでずっとやってきたのですが、このふえた原因というのは何なのかと思ってお

聞きしたいと思うのですが。 

○委員長（及川 保君）  田中総務課長。 
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○総務課長（田中春光君）  ２点についてお答えいたします。まず、管理職手当の関係でご

ざいますが、こちらにつきましては、まず１点目としては昨年部制導入に伴って部長職の手当

分が若干増となった部分、これが１点ございます。さらには、当初から管理職手当の部分、課

長職なり、主幹職なりという、昇格分の財源としてみていた部分があったのですが、それより

も若干結果として昇格された方があったということでその分の増といいますか、そういった部

分でございます。 

 あと、時間外の関係でございますけれども、時間外につきましては、基本的に職員数減にな

っているということで昨年の例でいけば、こういう状況的に増加の傾向にはあったわけでござ

います。それで、さらにいえば、部署によっては会計検査なり、あと、国の経済対策、こうい

ったものが多く打ち出しされたものですから、それに伴っての補助の申請事務の部分でふえた

部分がございます。あと、大きな事業としては光ブロードバンドであるとか、地デジのからみ、

こういった部分の補助申請の関係の事務ですとかそういった部分でふえてございまして、昨年、

確か 12 月議会だったかと思うのですけども補正をさせていただいたとこのような状況でござ

います。 

○委員長（及川 保君）  12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君）  12 番です。大体理由はそうだなとは思っていましたけれども。20

年に対して 21 年は確か職員１人減なのです。273 人いて、21 年は 272 人です。それで、職員の

数も減ってきているのも確かなのですが、この財政状況の中で職員管理ということが、私この

間も一般質問しているのですが、こういうことがちょっと油断すると、残業でもこういうこと

がどんどんふえてくる傾向にあるのではないかと思うのです。今、臨時職員、嘱託職員、それ

から、最近、私の目につく傾向は管理職がすごくふえたという実感があるのです。主幹から部

課長、相当ふえたと。それで、ここに出てくる方々もいつの間に課長になったか、私は記憶に

ないような方々がたくさん来て、随分顔も変わったけれども主幹、部課長、管理職が随分ふえ

たのだなとこういう思いを最近しているのです。今、部課長は大体分かるのだけど、いうなれ

ば管理職は 20 年に対して 21 年度は何名ふえて、そして、今、主幹という方、管理職含めて主

幹までこの 22 年度は何人いるのかお聞きしたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  田中総務課長。 

○総務課長（田中春光君）  済みません。今、手持ちで詳細の数持ってございませんので後

ほど答えさせてください。 

○委員長（及川 保君）  それでは、答弁保留といたします。 

 ほか、ございませんか。９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君）  １点だけお伺いします。職員給与を 20％カットして大変苦労かけて

きたわけですけども、実質、今現在 17％ぐらいカット。これは前からの議論で早急に見直しを

必要というふうに言われてきたわけですけども、近々、財政プログラムの改訂版が出されると

いうことなのですが、その中で職員給与のカットの見直しという部分が入っているのかどうな

のか。その部分だけお聞かせください。 

○委員長（及川 保君）  山口総務財政部長。 
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○総務財政部長（山口和雄君）  昨日の一般質問で松田議員にもお答えしております、その

件に関しては。３点ほど見直ししますという中で職員のいわゆる給与のカット分についても見

直しをかけますという話をしているとおりでございます。 

○委員長（及川 保君）  ほか、ございませんか。２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君）  町長いませんので政策的なことは質問しません。事実確認だけちょ

っとしたいと思います。財政改革プログラムでは 25 年まで職員採用しないということになって

いましたけども、21 年途中で採用されていると思いますけども、あるいはそのあとも、22 年４

月１日にも入っている人もいるのかな。21 年度でどれだけ職員採用して、その内容状況、それ

と、応募状況あるいは職種、そして、最終的に何人採用しているのかということをお聞きしま

す。 

 それと、これは副町長に伺いますけども、平成 18 年、19 年に多分、人事評価を導入すると

いうことで白老町の役場の庁舎の中で大掛かりに、試行もしたのかどうか、私そのあと分かり

ませんけども。実際に今、20 年、21 年になりますけども、その中であれだけ職員に人事評価を

入れて給与の中で前後何％をプラスマイナス出て評価するということがありましたけども、そ

の辺の流れは実際どうなっているのか。この２点を伺います。 

○委員長（及川 保君）  田中総務課長。 

○総務課長（田中春光君）  21 年度の採用者数です。ご承知かと思うのですけども、21 年８

月に社会人枠として、必要数として３名採用してございます。これ以外には病院であるとか、

そちらの関係の中では看護職等々の採用もございました。病院関係、数としては５名の採用と

このようになってございます。 

 あと、応募の状況なのですが、８月に応募かけたときにはちょっと詳細の数字は手持ちにな

いので記憶の中での話しになっていくのですが。それでは、後ほど。調べさせてもらいます。 

○委員長（及川 保君）  ただいまの質問の中で答弁保留がありますのでご承知おきくださ

い。 

 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君）  人事評価の関係で私のほうからお答えをしたいと思います。平成

18 年、19 年、試行の形ということで、20 年、21 年についても試行の形でずっと続いておりま

す。それで、まず、給料にどういった形で反映するかというようなご質問だと思うのですが、

今、給料削減という中でそれを厳密に給料に反映するというのはちょっと時期尚早の感があっ

て、現在のところ、給料までにその繁栄をさせるということは現在検討をしている段階でござ

います。なお、この人事評価については、人事異動等の参考資料という形で人事評価の資料を

参考程度で活用させていただいているところでございます。以上です。 

○委員長（及川 保君）  ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君）  今、資料保留になりました。そのほかに試験をやっていないですか、

21 年度中には。４月採用の部分が 12 月にしていなかったかな。その部分ももし、やっていた

らお願いします。 

 それで、21 年度中、３月までに退職した職員が分かれば教えてほしいと思います。 
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 それと、今の副町長からあった人事評価、試行やりましたと言いましたけども、制度的には

もうきちんと確立されているという解釈でいいのかどうか。 

 あと、保留しているとか何か、その辺どうなのですか。 

○委員長（及川 保君）  目時副町長。 

○副町長（目時廣行君）  若干、その評価調書関係、これの見直しをしたいなというふうに

思っています。制度的にはちょっとあいまいな部分ありますけども、導入はしているけども給

料反映の部分、これについてはまだやっていませんので、国のほうでいう方針からいきますと

試行的な段階かなというふうにお答えするしかないのかなというふうに考えています。 

○委員長（及川 保君）  山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君）  補足いたします。人事評価については先ほど副町長言いま

したとおりでございまして給与面には反映させていないと。ただ、人事評価ですので当然、昇

格人事については副町長言いましたとおり参考にしているということです。それから、実質的

には確立していますが、ただ、業務的に人事評価の量が多いものですから、もう少し専門職あ

るいはそれに対応できるものについての見直しをしたいというふうに思っています。ですので、

例えば消防職員についてはもう少し消防職にあったようなそういった見直しをかけていきたい

なという形で今、見直しの検討もしているところでございます。人事評価についてはあくまで

も評価の項目が合うか、合わないかというのは常に検証していく必要があるなという形でやっ

ているところでございまして、そういう形の中で現在、作業を進めているとこういう状況でご

ざいます。 

○委員長（及川 保君）  田中総務課長。 

○総務課長（田中春光君）  21 年度中の退職者の数と、先ほど申し上げました８月の試験以

外の 21 年度中の試験の結果の採用の数という意味でいいのでしょうか。まず、21 年度中の退

職者数としては 11 名ということになってございまして、さらに 22 年４月採用部分まで含めて

採用になった数としましては 13 名であるので、純増としては２名の増という形になってきます。

その中の内訳としては先ほど申し上げましたとおり、病院関係でも５名入っているということ

でご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  ほか、ございませんか。ありませんね。 

 それでは、14 款諸支出金に入ります。主要施策成果説明書は 141 ページから 142 ページまで。

決算書は 183 ページから 184 ページでございます。質疑のあります方はどうぞ。諸支出金でご

ざいます。ございませんね。 

 それでは、次に進みます。これより歳入に入ります。一般財源にかかわる全般の審議に入り

ます。３ページから 10 ページまでの、１ 予算科目別比較表（歳入）、２ 税収入に関する調、

３ 予算科目別比較表（歳出）、４ 歳出財源内訳表について。決算書は 81 ページから 102 ペ

ージまででございます。町税も含めて質問を受けたいと思います。ございます方はどうぞ。よ

ろしいですか。 

○委員長（及川 保君）  実は昨日の前田委員の答弁の中で若干数字的なもので訂正があり

ます。観光センターの評価額について訂正の部分がありますので、その部分を訂正させたいと
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思いますのでお願いします。岩崎会計課長。 

○会計課長（岩崎勉君）  昨日、説明いたしました答弁の修正をお願いいたします。主要施

策成果説明書の 24 ページでございます。それの公共用地取得状況説明書の建物の評価額につい

て、１億 4,377 万 3,459 円という形で説明しておりましたが、それにつきましては全体の評価

額でございます。この説明書に記載してある建物の評価額につきましては、1,569 万 253 円で

あります。以上でございます。ご迷惑かけて申し訳ございません。 

○委員長（及川 保君）  前田委員、よろしいですね。 

 それでは、暫時、休憩をいたします。 

休  憩   午後  １時 19 分 

                                           

再  開   午後  １時 29 分 

○委員長（及川保君）  休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 先ほどの松田委員、前田委員の質問に対しての答弁保留の答弁をさせます。まずは松田委員

の答弁です。田中総務課長。 

○総務課長（田中春光君）  まず、松田委員のほうの先ほど質問いただきました管理職の数

についてお答えいたします。まず、20 年度の課長職の数から申し上げますと 23 名でございま

して、これに対しまして 21 年度で課長職の数が 21 名です。さらに 21 年度につきましては部長

職が８名これに加わるとこういうことになります。それで、部課長職の増減でいきますと、６

名の増ということで押さえていただきたいと思います。次に主幹職でございますが、20 年度で

47 名、これに対しまして 21 年度で 48 名でございますので、増減でいけば１名の増ということ

でございます。以上でございます。 

○委員長（及川 保君）  12 番、松田委員。このことに対して質疑がございましたらどうぞ。

よろしいですか。 

 それでは、次に前田委員の質問に対しての保留でございます。田中総務課長。 

○総務課長（田中春光君）  続けまして、前田委員のほうからご質問ありました、21 年度で

の採用についての応募の状況でございます。まず、６月実施分から申し上げますと、これは社

会人枠でございまして６月実施で８月採用としたわけでございます。土木技師で３名、建築で

４名、ＩＴ関連で４名、学芸員で５名、合わせて 16 名の応募状況となってございます。さらに

ことし４月採用分、これは 12 月の試験実施だったのですが、この際の数としましては一般職で

114 名、土木職で 13 名、保健職で４名、消防職で４名、合計で 135 名でございます。以上です。 

○委員長（及川 保君）  ２番、前田委員。どうでしょうか。このことについて質疑がござ

いましたら受けます。よろしいですか。 

 それでは、これで一般会計の決算審査に関する質疑が終わりました。歳入・歳出決算の全般

について、特にお聞きしたことがございましたら、款をまたぐ関連する事項について、今まで

款ごとに区切ってやってきたものですから、もし、款をまたいで関連する事項がございました

ら質疑を受けたいと思います。直接的には担当部署の方々、退席しておりますので細かい部分

についてはちょっと難しいのですが。特にございませんか。２番、前田博之委員。 
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○委員（前田博之君）  人件費及び業務委託している団体の資料をいただきした。これはト

ータルでまたがりますので、ここでお聞きしますけども。ここで記載されている分を見れば、

かなりの率の人件費が出ていますけども、それで、削減率とかいろいろやっていると思います

けども、私はその団体によっては、白老町も財政が厳しい、職員もそれぞれ給与削減している

と。だけど、ある団体においてはその職種によって一気に給与を上げたというところも私は聞

いていますし、確認もしてきています。そういう中でこの補助額に占める率が多い人件費を、

補助を出すときにどのような基準で町側が査定しているのか。そして、１つの基準あるいは各

団体の独立性がありますから一律には言えないと思うけど、そういうところを加味して、人数

も相当いますので割りかえしたら結構一般の中小零細の人からみたら単価も高く見えますけど

も。その辺、町として一律というか、そういう一貫性を持った人件費を査定するとき、出すと

きの一種の基準等々を持ってやっているのかどうか。あるいは政治的な部分があるかもわから

ないと思いますけども。その辺、予算編成するときに副町長あたりはどういう形で担当に指示

して、基準を持って整理されているのか。それを伺います。 

○委員長（及川 保君）  山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君）  １つの基準ですが、これは町職員の給与ベース、これを見

ながら１つの基準の目安としているところでございます。あるいは職種でありますとかそうい

うところを加味しながらやっているとこういう状況です。 

○委員長（及川 保君）  ほか、ございませんか。15 番、吉田和子委員。 

○委員(吉田和子君)  使用料・手数料の関係でこれも全般にわたるので考え方だけちょっと

お伺いしたいと思います。17 年度に使用料・手数料の見直しをして、19 年度にさらに見直しを

かけたと。それで今後また３年おきに見直しをかけていくということになれば、来年 23 年度に

向けての料金の改定の見直しというか、どうあるかということを見直すと思うのですが、全般

的にこういった減免・減額制度もかなり厳しく、それも、基準をきちんと決めて明確化してや

ったのですけれども、そういったことで社会教育施設等とボランティア団体等がなかなかやっ

ぱりお金のかかることになって使う回数が減ったとか、活動を減らしたということ、そういっ

た点がちょっと出てきていると思うのですけれども、そういった点を踏まえて今後また 23 年度

に向けて見直しを行っていくのか。そのための検証を今、されていくのか。その点だけちょっ

と伺っておきたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君）  今の吉田委員のご質問にお答えいたします。使用料・手数

料につきましては、今ほど吉田委員言われたように、３年ごとの見直しということで平成 19

年度からやはり財政状況が厳しいという中において、確かに減免の見直しや使用料の値上げと

いうことを行ってきておりました。それで、その結果、確かに使用料・手数料は上がって、い

わゆるコストに全部見合ったわけではないのですけど、それにある程度近づいた形での受益者

負担をいただいているという状況になったかと思います。一方で、確かに利用状況については

どうなのかといわれますと、いわゆる上手に借りていただくというのか、今まで無料のときは

何時間でもずっと使っていたものを、料金をいただくことによってきちんと使われるようにな
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った。その分確かに使われなくなったと言われれば、そういった部分が多少あることも事実と

いうふうに聞いてございます。それで、３年ごとに見直しというのは、あくまでも必ずしも見

直して今後上げていくということではなくて、いわゆるコストがかかっておりますので、その

状況がきちんと受益者負担の考え方と合致しているのかどうかという部分を検証するという意

味で３年おきに見直すということにしております。ですから、現在 23 年度に向けて、今後また

見直しをしていきますが必ずしも上げるということでは、今の段階では考えてございません。

以上です。 

○委員長（及川 保君）  15 番、吉田和子委員。 

○委員(吉田和子君)  上げるということではなくて検証するということは、それがよかった

かどうか、それから、基本的な部分がそれでよかったかどうかということを見直すということ

なのですが、その検証の中にそういったボランティア、社会教育、社会活動が阻害されていく

部分がどれぐらいあるのかということをきちんと検証されて、上げる、上げない、このままと

いうことを再度慎重に検討していただきたいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君）  大黒財政財務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君）  今のおっしゃったこと十分理解できますので、今後やはり、

実際、財政税務課のほうで取りまとめということになりますけど、実質の現場サイドでどうい

う状況になっているのかというのをおさえておりますので、十分その辺は現課と協議しながら

やっていきたいというふうに考えてございます。 

○委員長（及川保君）  ほか、ございませんか。ありませんね。 

 質疑がないようですので、これをもって一般会計の決算審査に係る質疑を終結いたします。 

                                           

◎ 延会の宣告 

○委員長（及川保君）  それでは、お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延

会いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

［「意義なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれをもって延会することに決定いたしました。 

 本日はこれをもって延会いたします。 

 

（午後１時４０分） 


