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平成２２年白老町議会総務文教常任委員会会議録 

 

平成２２年 ７月２６日（月曜日） 

   開 会  午後 １時２９分 

   閉 会  午後 ３時１５分 

                                           

○会議に付した事件 

 １．情報化の推進体制及び施策の展開について 

                                           

○出席委員（７名） 

 委 員 長  及 川   保 君    副 委 員 長  近 藤   守 君 

 委 員  本 間 広 朗 君    委 員  前 田 博 之 君 

 委 員  土 屋 かづよ 君    委 員  斎 藤 征 信 君 

 委 員  吉 田 和 子 君    議 長  堀 部 登志雄 君 

                                           

○欠席委員（なし） 

                                           

○説明のため出席した者の職氏名 

  企 画 政 策 課 長  五十嵐 省 蔵 君 

  企画政策課主幹  今 村 吉 生 君 

  企画政策課主任  温 井 雅 樹 君 

                                           

○職務のため出席した事務局職員 

  事 務 局 長  上坊寺 博 之 君 

  主 幹  熊 倉 博 幸 君 
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     ◎開会の宣告 

○委員長（及川 保君） 総務文教常任委員会を開会いたします。 

                                   （午後１時２９分） 

                                           

○委員長（及川 保君） ６月議会の中で所管事務調査を決めました。本日はその地域情報化の推

進体制及び施策の展開について、企画政策課の課長以下お呼びしていますので説明を受けたいと思

います。五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） 企画政策課の五十嵐です。きょうはよろしくお願いいたします。 

 まず、資料の確認なのですが、地域情報化の推進体制及び施策の展開についてというもの。それ

から、資料の１、厚いものですが、白老町電子自治体推進計画。それから資料２、平成 21 年度のま

ちづくり町民意識調査報告書。それと資料３が、課別ホームページアクセス数。それと資料４が、

庁内システム更新計画（案）というものがあると思います。 

 それでは最初は施策の展開のほうについてから説明をさせていただきます。 

 表紙の次の１ページ目ですが、地域情報化の体制といたしまして、企画政策課課長以下、統計情

報グループが担当しております。統計情報グループの業務としましては各種統計、それから広報広

聴、それと情報があります。その中のきょうの地域情報化につきましては、情報担当として今まで

は主幹以下、温井、鍵井という主任、主事がおります。それと振興公社にパソコン等の保守管理、

委託契約をしておりまして臨時職員が３名、振興公社のほうから派遣されております。１ページ目

の下のほうに事務分掌の写しがありますが 10 番以降、10 番、11 番、12 番ということで情報化施策

の推進及び計画の策定。それから地域情報の推進及び難視聴対策。それから各種電子及び情報シス

テムの２次管理。それからホームページ街頭端末機の維持管理に関することというのが主な業務に

なります。それで今年度は通常のこの業務に加えまして、ブロードバンド、それから知デジという

新たな業務というのでしょうか、事業が始まっていましてかなり忙しい思いをしております。それ

で先に白老町電子自治体推進計画、厚いほうの説明を簡単にさせていただきます。 

資料１です。１ページ目、第１章 白老町電子自治体推進計画策定に当たってというのがありま

す。白老町の場合、平成 14 年に地域情報推進化計画というのを立てましたが、それにかわるものが

この白老町電子自治体推進計画ということで平成 17 年から 23 年度分の計画になっております。策

定の背景としては昭和 46 年に住民税の賦課業務委託処理を開始してから、平成８年に財務会計シス

テムを導入、それから平成 14 年 10 月に新方式の財務会計システムを稼動させているということに

なっております。平成 12 年８月からは旧自治省から「ＩＴ革命に対応した地方公共団体における情

報化施策等の推進に関する方針」が示されて、平成 17 年１月に「ＩＴ政策パッケージー2005」に基

づき情報化の観点から自治体が今後どのような役割を求められるかを具体的にする必要として、「ま

ちづくりに関する町民意識調査」を踏まえてこの計画をつくっております。 

２ページ目の計画の目的になります。本計画は第４次白老町総合計画「新生しらおい 21 プラン」

の目指す３つの基本目標を達成するために必要な情報化施策を計画的・効果的かつ積極的に展開す
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ることを目的としております。 

３ページ目です。１番下のほうになりますが、本計画の計画期間は平成 17 年度から平成 23 年度

という７年間で終わりは総合計画の 23 年までに合わせております。 

続きまして、４ページ目です。我が国の情報化（ＩＴ化）の現状としまして、17 年の策定時のも

のですから新しいものについては手書きで入れている分があると思います。インターネットの利用

人口については、平成 21 年（2009 年）において 9,408 万人ということで、計画策定時にはインタ

ーネットの利用普及人工が 62.3％、7,948 万人だったものが、現在は 78％、9,408 万人になってい

るという状況になっております。また、グラフの下に手書きでありますが企業のインターネット利

用率については 99.5％が利用していると。それから携帯電話の普及率(世帯)でいくと 96.3％、１台

でも持っている方は 96.3％あると、また個人についても 74.8％と４人に３人はもう携帯電話を持っ

ていると、普及している状況になっております。その分、固定電話が今現在では大体 91.2％、それ

からパソコンの保有率についても世帯でいくと 87.2％と約９割の方がもうパソコンを利用してい

るという状況になっております。 

続きまして５ページ目になります。１番上のグラフにありますが、ブロードバンドの加入者数の

推移ということで、この計画策定時には 1,866 万世帯だったものが、これが 38％なのですが、平成

21 年では 3,763 万世帯、76.8％と５年ぐらいでちょうど倍増ぐらいになっているという状況になっ

ております。国の情報化施策の動向としては、こちらに出ておりますように 2001 年に「ｅ－Ｊａｐ

ａｎ戦略」、それから平成 13 年の（ＩＴ基本法）に基づいて進められております。 

７ページの住民基本台帳ネットワーク及び総合行政ネットワークという（６）がありますが、住

民基本台帳ネットワークは平成 15 年に住民票の交付や住民基本台帳カードの交付を開始し、ＬＧＷ

ＡＮと呼ばれる総合行政ネットワークが始まっております。白老町の場合、住民基本台帳の住基カ

ードについて確認をしたところ平成 22 年６月現在で 397 名の交付ということでした。また、近頃ク

ラウドというコンピューティングシステムと言ったらいいのでしょうか、今後次期国会に法案提案

されるということですが、これにより自治体の情報システムの経費の 30％削減を国はしようとして

いるのですが、このクラウドいうのは今のパソコンについては例えばＣＰＵとか計算したりデータ

を蓄積するものがパソコン本体に一般的にある状況になっているのですが、我々の役場で使うパソ

コンも自分たちのパソコンにデータを保存したり情報処理をする分があるのですが、それが光ケー

ブルを使って別な、例えば札幌にある会社のサーバーにそういうデータを蓄積、演算するものを持

っていって机上にあるパソコンはただ文字を入力するというパソコンになります。それをすること

によって、今 1,200 台ほどの役場のパソコンを保守管理しているのですが、その１台１台の例えば

ソフトをインストールするという業務が省けるというようなことになります。これを今国は進めよ

うとしております。 

続きまして、８ページ以降の北海道の情報化施策の動向についてもこちらに出ておりますが、こ

れは計画を 17 年につくっているものですからちょっと古いので説明を省略させていただきます。 

あと、９ページ目以降に白老町における情報化の現状と課題とありますが、現在は白老町におい

ては情報通信サービスの利用に関しては社台のほぼ全域及び竹浦の一部を除いて、一応ＡＤＳＬが
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利用可能な状況となっております。ただ、中継局から遠くなればなるほどデータの通信速度が遅く

なるということの障害が出ております。それで情報化の課題としては、その情報格差の解消と地域

情報化の推進ということになるのですが、今年度国の補助金等を使いまして光ブロードバンドとい

う光ネットワークの形成、それから同じく光ケーブルを使った地上デジタル放送の難視聴対策とい

うのを 22 年度取り組んでおります。 

13 ページ以降については情報化施策、推進施策の展開ということで課題解決のための個々の情報

の施策の展開を示しております。 

14 ページ、施策の内容になるのですが取り組み項目、この表の見方なのですが、左側に太字で取

り組み項目というものがあります。開始年度というのが、この項目についていつから開始したか。

それから右の 17 年から 23 年の点線の中に記入しているものが現在の状況ということになっており

ます。最初の環境教育・学習の充実(ホームページによる情報の発信)については 17 年度から開始を

しまして、右の現在の状況でいきますと平成 17 年度より生活環境課ホームページにおいて、ごみや

自然環境にかかる情報を発信しているということになっております。簡単に説明していきますと 15

ページのごみ処理の広報も啓発もホームページの情報提供については同じく生活環境課ホームペー

ジにて分別方法や収集カレンダーを掲載しております。また、16 ページの１番下、民間アパート情

報の提供等については 18 年度から建設課ホームページにおいて民間運営のアパート情報、間取り、

家賃等を掲載しているという状況になっております。それから 19 ページ、生涯学習の推進の中で教

育用コンピューターにつきましては、昨年度経済危機対策、国の危機対策による補助金によって小・

中のコンピューターを整備しております。また、３段下ぐらいの学校ホームページの充実等につい

ては、平成 16 年度から全校のホームページを開設し、現在まで運用している状況になっております。

21 ページです。産業の振興、光ファイバー網の整備については先ほど説明しておりますが今年度末

までに光ファイバー網の整備を図るということになっております。23 ページ、地域情報の共有利便

性の拡充ということでタウンネットの活用促進ということで平成 14 年度から開始しておりますが

13 年、14 年に 13 台設置していて老朽化が激しいため、21 年度に５台を撤去、今後は縮小をする予

定ということで、別の形に置きかえるかどうかは検討を要しております。24 ページの１番下なので

すが、デジタル化への対応ということで平成 22 年度、難視聴対策においてギャップフィラーによる

取り組みをするということで、あす臨時会議でこの地デジの契約関係の案件が議案として出ますの

でよろしくお願いいたします。25 ページです。真ん中から下のほうに広聴・広報活動の充実の中に

ニューメディアの活動ということで広報のＰＤＦ化というのを平成 17 年から始めております。続き

まして、26 ページの１番上、開かれた議会の推進ということでインターネットによる議会中継、音

声認識会議録作成システムの導入とありますが、平成 14 年度からインターネットによる議会中継は

行っておりますが、音声会議録作成システム導入については今現在まだしておりません。まだ、未

定の状況になっております。以上、簡単にこの推進計画の説明を終わらせていただきます。 

続きまして、資料２なのですが昨年の９月、10 月に、まちづくり意識調査をかけまして、それで

ことしちょっと遅かったのですがまとまったものです。まちづくり町民意識調査報告書ということ

でお手元にあると思うのですが、２ページ目の「産業」施策に関する町民ニーズというところの、
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これは関心度から満足度を引いたもののパーセントになっているのですが、２番目に情報通信基盤

の整備ということで 32.5％となっております。 

続きまして、次のページで開きますとＡ３版の分布図というものになります。これの見方として

は上、下でいきますと下に関心が低いものになります。高いものが上になると。それから満足度が

低いものが左側で高いものが右側ということで、１番いいのは関心が高くて満足度が高いのですか

ら、右上の第２領域に入っていくとそれなりに充実しているということになるのですが、左側のと

ころに情報通信基盤の整備というのが１番左の上のほうにあると思います。関心は高いのですが満

足度は非常に低いという状況になっております。これは先ほど言いましたブロードバンド等の関係

です。 

続きまして、５ページです。「町民活動・行政活動」施策に対する町民ニーズということで、１番

上のほうに難視聴地域の解消というのが 26.1％、それから議会活動の充実 21.5％とあります。また、

次のページでＡ３の関心度・満足度分布図を開いていただきますと、１番左側に難視聴地域の解消

というのがあります。これも満足度が非常に低くて関心は高いということです。これは地デジの今

年度解消事業になると思います。あと、関心が高いところの１番上のほうに議会活動の充実という

のも出ております。７ページになりますが、情報についてを町民意識調査の中でアンケートをとっ

ております。何から１番まちの情報を得るかということで町民広報誌が１番上で 81.7％、インター

ネットというのが 10％という状況です。それから、まちの情報で欲しいものは何かという真ん中の

項目になりますが公共サービスの内容というのが１番高くて 36.4％。その下が行政手続きの申請で

インターネットできるとしたらどのようなサービスかというのが、戸籍・住民票・印鑑登録が 90.2％、

税の申告、収入等の証明というのが 66.7％という状況になっております。 

最後のページになりますが８ページ目、１番下の図が町内のインターネット環境として今後、光

ファイバー等の高速通信基盤の整備が必要と思うかということで円グラフがありますが、整備すべ

きである、どちらかといえば必要であるが合わせて 60％ぐらいの状況となっております。 

続きまして、資料３です。課別のホームページアクセス数ということで、これは１番下に議会事

務局があります。ホームページのアクセス数なのですが、ちょっと見づらいかもしれませんが１番

黒い線が平成 21 年度の計、それから白抜きが平成 20 年度の計となっております。議会について言

いますと 20 年度がすごく多い状況だったということです。ずば抜けて 20 年度が多かったという状

況になっております。上のほうに各学校のアクセス数も出ております。 

最後の資料４なのですが、これは一応更新計画(案)ということになっているのですが、これは役

場内の庁舎内のシステムなのですが、まずイメージとして２枚目の１番下に簡単な絵が出ていると

思います。これの見方なのですが役場のシステムというのは大きく言うと外部公開系サーバー、真

ん中に点線の中に右側に公開系サーバー、メール、ＷＥＢサーバーとありますが、これはインター

ネットのメールですとかインターネット町ホームページの関係、それから議会中継もここの外部公

開系サーバーというものがあります。まず１つこれがあります。それから続きまして内部系サーバ

ーというのが下の３つの内の右側にあります。これは我々がよく使うファイルサーバーですとか、

内部情報のシステムを扱うサーバーです。それから真ん中にある事業系システムというのが財務会
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計ですとか水道料金、それから冷機、住宅管理、人事給与等のシステムになります。それから１番

左側の基幹系システムというのが総合住民情報、住基ネットシステム、介護システム、介護情報シ

ステムとなっております。６月に議会中継ちょっと調子が悪くなった状況があるのですが、これは

この外部公開系サーバーが平成 17 年に導入しているのですがアクセス数等が相当、当然毎日役場全

体でいくとメールが何百通と来る状況ですので消耗が激しいという、そういう老朽化というのでは

なくて、年数はまだ５年程度なのですが、そのアクセス数の多さによって今現在支障をきたしてい

る状態になっております。我々、道から来るメール関係につきましても６月末に一時期ちょっとト

ラブルがありまして２月から６月までのメールが保存されたものが全部消えるというような状況が

ありまして、できるだけ今年度中に、またいつ今度とまる状況が発生するかわからない状況ですの

でできたら今年度中に議会中継、それからインターネット、ウエブサーバー、図書システムを含む

サーバーを入れかえを、補正予算上げたいと今現在考えている状況になっております。先ほどクラ

ウドというコンピューティングシステムを説明しましたが、それも含めて今職員２名でやっている

のですが、実際例えばサーバー室の温度が上がると 35 度以上になると警報が出ます。その警報が出

たときにポケットベルを常に持ち歩いていて、例えば夜中の１時、２時でも来て見るような状況に

なっております。それで今後早いうちにできるだけ委託等を含めた手間のかからない管理の運営を

するために今ちょっと来年度以降に向けて計画をつくるところであります以上、簡単でございます

が資料の説明を終了させていただきます。 

○委員長（及川 保君） 五十嵐企画政策課長のほうから資料１から４までを含めて説明をいただ

きました。それでは皆さんのほうからいろいろお聞きしたいことがあろうかと思いますので、随時

出していただきたいというふうに思います。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） すいません、余りコンピューターには詳しくないのでとんでもない質問に

なるかもしれませんけどお聞きしたいと思います。 

 まず１点、自治体推進計画の中で全国的なパソコン等の設置とか、インターネットの利用率だと

かというのが書いているのですが、この後に北海道、そして白老町という順番で書かれているので

すが、これは平成 17 年につくられたものですから 21 年度の数値も親切に入れていただいてすごい

と思いましたけれども、白老町の現状というのは把握できないのか、してあるのか、その辺が１点

と、それからこの白老電子自治体推進計画というのは 17 年から 23 年度までということで一応考え

られてつくられたということなのですが、この計画の中で光ファイバーの設置ということが、ちょ

っと設置が望まれることは書いているのですが、設置が今年度決まりましたね。設置されるわけで

すけれども、そのことによるこの計画の見直しとか大幅に変わってくることがあるのかどうなのか、

その辺が２点目。 

○委員長（及川 保君） 今、２点ありましたね。五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） まず１点目の、白老町の現状ということですが、この今の計画

をつくるときにこの項目について、例えば９ページのところに町民意識調査をかけているのです。

例えば回答者のうち 67.65％の方がパソコンを使用とあるのですが、うちの場合町民意識調査一応

隔年２年に１回やっているのですが、そのたびにいろいろな各課で計画をつくるために設問をいろ
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いろ変えております。実際はこの 17 年以降、情報関係でちょっと先ほど説明をしたまちづくり町民

意識調査の項目以外かけておりませんので、かけていない状況です。まず１つはそれです。それか

らこの計画の見直しということなのですが、第４次総合計画に終わりを合わせておりますので総合

計画が来年策定の年になります。23 年で終わりますので来年策定の年になります。それに合わせて

この計画も見直しをしたいという考えでおります。以上です。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今後このパソコンの設置率が上がってきて、そしていろんな情報等をパソ

コンとかインターネットでいろんな情報を入れたり取ったりするということになると思うのですが、

まちづくりの意識調査の中の情報を得るということでは、今は町広報がやはり１番だということで

ちょっとほっとしたところがあるのですけれども、これは私もここを読んだのです。回答者のうち

というのは、これはまちづくりの意識調査の回答をした人の中の 68％程度ですね。町全体の割合と

いうのはまたなかなか掌握できていないということでいくと、今後この計画を進めていく中でそれ

に取り残されていく人が出てくるのかとちょっとそういう心配があるのです。余り詳しくないので、

私もその一人だと思っているのです。だから町広報があるからという、必ずいろんな情報の公開だ

とか町民にいろんな情報がいきわたるようにといったときには必ず町広報という話が出るのですが、

その町広報も今びっちりでなかなか読みづらいというのがあって本当に自分のほしい情報がインタ

ーネットで取れるとわかりやすくていいのだろうと思うのですけども、それができない人口がどれ

ぐらいあるのかということを常に頭の中においていないと私はだめなのではないかと思うのです。

そういった意味からパソコンの設置状況だとか、そういったものを、もちろん今は携帯からも取れ

るような情報の取れる部分もあると思うのですけども、国のあれもそうですね。パソコンの世帯の

所持ですけど、パソコンの保有率だから、この保有率というのは世帯だから今１家族で３台も４台

も持っているところがありますね。この保有率の理解は世帯だから３台あっても１になるのかどう

なのか。それによってすごい数値の違いが出てくると思うのです。うちも何だかんだといって３台

ありますから。そうなると台数の保有率でいくのか、世帯数でぼっていくと３台でも１世帯として

計算をするのか。そのことによってデータの取り方がすごく違うと思うのですが、その辺を注意し

なければいけないと思うのですけども、その辺の考え方をちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ２点ありましたね。五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） まず保有率の１世帯に何台あるかによって保有率が変わるのか

というご質問なのですが、ここにありますように平成 21 年の通信利用動向調査ということで、総務

省で調査をかけたものでありましてちょっとそこまで台数が多くて％が影響するかというのが今時

点では何とも言えないのですが、ただきっと世帯で利用率ですから家に何台あってもきっと１世帯

というとらえ方をしていると思います。それからあともう１点ですが、情報の発信の仕方というこ

とで町広報が意識調査の中で多いということなのですが、できたら情報化関係で意識調査をかけれ

ばより具体的な、例えば保有者だとか、あとインターネットを利用する情報の載せ方等をとれれば

１番いいのですが、それは今後検討したいと思うのですが、前回の 17 年のときにもパソコンの保有

率が 67％ぐらいでインターネットを利用する方は回答者のうち 3.53％というすごく少ない状況に
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なっております。広報は今全戸配布しております。それから新聞等の情報についても取っている方

が半分ぐらいなのかと。それでパソコンから今度情報を取るとなると本当に 10 分の１以下ぐらいな

のかと。何もない中で今ちょっと私の想定で言っているのですが、そういうような状況ですので情

報の出し方としてはやはり広報が１番いいのかと、今時点では考えておりますが、広報につきまし

ても同じグループで担当しているのですが、一応月 22 ページで毎年予算を取っているのですが現在

やはり情報がすごく多くて、今は 30 ページぐらいの毎月なっている状況になっております。以上で

終わります。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今パソコンの保有率は、これは国がやったのでちょっと世帯ということに

なっているので３台あっても１世帯ということでいくと 87.2％というのはすごく高いのかと思っ

て私は聞いていたのですけども、そうなのかと思いながらちょっと疑問視を持ちながら聞いていた

のですけど、私が述べたいことは白老町の保有率を調べるときに世帯で３台あっても１世帯という

ふうな数値の集計をなるべく早くとって今後の計画、電子化だとか、それからその電子によるパソ

コンによっていろんなデータを取ったり、それから戸籍だとか、住民票だとか、そういうことがこ

れからどんどん、電子投票だとか、いろんなことが今後の計画の中に載ってくると思うのです。そ

うなったときに白老町の世帯の保有率がわからないで、そういったものだけが進んでいくというの

は、ちょっと私は怖いなという感じがしたものですから、その辺を明確にとらえておく必要が今後

出てくるのではないかと。27 年に計画の見直しをするということですけども、今光ファイバーがつ

くことでまたこのことの取り組みをきちんとしていかないといけないのではないかというふうに思

いますけども、その辺のお考えを伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） 先ほどお話をしましたが、来年総務局の策定の年ということで、

その中でまた意識調査等の中で項目を、情報化を設けて対応したいと考えております。以上です。 

○委員長（及川 保君） それと今の質問の中に持っていない方々のことも考えてというような質

問がなかったですか。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 持っていないというのは、これから電子投票だとかいろんなことに進化し

てきますね。そういったときの対応、持っていない人たちの世帯をきちんと把握していないと次の

手を打てないですね。そういうのをきちんと把握すべきではないかというふうに思うということな

のです。それは今後のデータを取っていく中で考えていただければという思いで言いました。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 先ほど説明がありました、議会の定例会６月会議でサーバーが切れてしま

ったと。その切れてしまったということをきちんと明確に、それは機械の老朽化なのか、サーバー

を引っ張る人が多かったからだめだったのか、話の中ではこれは人の話なので申しわけないです。

違っていれば違うと言ってほしいのですけど、たまたまその議会のことを流したくなくて切ったの

ではないかという、そういう話をちょっと言われたのです。私はそのこと事実関係をきちんと聞か

ないと、そういう話だけが一人歩きをするのも困るという話をちょっとしたのです。それは議会の
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やっていることですので議会にもかかわっていることですし、それがそういったサーバーが多くて

だめになるということであれば今後のインターネットで流していることがやはり町民の皆さんがそ

れをもとに議会の活動とか、議会の定例会の質問等を見るということであれば、それが十分生かせ

ないのであれば違った方法の何か考えなくてはいけないのだろうとちょっと思ったものですから、

私は行為的に切ったということはないと思うのですけど、なぜそういう話が出たのか私はわからな

いのですが、たまたまそういう話も出たというのを耳にしましたので、そういうことはないという

ことをはっきり明確に示していただければ私たちもそういうことはきちんと言っていけますし、問

題点があるのであれば今後対策をしなければいけない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。 

○委員長（及川 保君） 先ほど五十嵐企画政策課長のほうからその部分について答弁して今後対

応をしたいという話がありましたけども、再度五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） 行為的に切るということはありません。それから先ほど説明し

ましたがサーバー自体アクセス数が多くてちょっと古くなっているのもありますし、あとは集中的

にやはりアクセスが集中して切れたというのもあります。それで施策の展開についてという中に、

議会中継のシステムアクセス数というのが最終ページに出ていると思うのですが、昨年の６月には

475 件だったものが、平成 22 年６月に中断等の不具合もありまして半分以下になってしまったとい

うことで誠に申しわけなかったのですが、今後できるだけ早いうちに、それも今年度中にできまし

たらサーバーの更新についてあとでまた補正なりで考えたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 町のパソコンの台数が 1,200 台あると言っていましたね。これは定例会等

の質問のときに役所の人たちも結構ネットで見ているのではないかと思うのですけど、こんなふう

にアクセスが多くなったら役場のほうを切ってとか、何かそういう工夫はできるのですか。機械の

入れかえとか今はちょっと厳しいだろうと思うのです。機械を新しく入れかえるとか、そういうこ

とはならないので白老町の町のパソコンだけで 1,200 台あるということは外から 500 台きても役場

の 1,200 台、どれぐらい使っているかわからないで私は聞いているのですけど、そういった工夫を

すると違うのかとちょっと単純に考えたのですけど、その辺はどうなのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 温井企画政策課主任。 

○企画政策課主任（温井雅樹君） 情報担当の温井です。その件につきましては役場の中の端末に

つきましては中のネットワークを使っていますので基本的にはこのアクセス数には入っていない形

になります。主に入っているのは外部のほうのアクセスになりますので、中を減らしたからといっ

てアクセス数が減るということはありません。 

○委員長（及川 保君） 何でもいいです、この機会ですから。五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） 先ほどの説明の中で街頭端末の話をしましたが、議会中継のシ

ステムアクセス数の表が出ている下のほうに街頭情報端末機の一覧があると思います。当初、13 年、

14 年に 15 台整備をしましたが、そこの撤去の理由のところにありますように機器が老朽化してき

ているということと、アクセス数がかなり落ちているという状況で老朽化が激しい施設のものから
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撤去していっています。それで今現在残っているのは８台という状況になっております。これにつ

いてもアクセス数も相当落ちておりますので、今後どのような方法で情報を発信するかを含めて協

議していきたいと考えております。以上です。 

○委員長（及川 保君） 近藤副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） 確かに私も萩野公民館に時々行くのですけど、ほとんど使っている人

はおりません。月に１人いるか、二月に１人いるかぐらいのものでいなくて、我々も見たいところ

をやってもなかなか上手に出てこないというのが現状なのです。ですからもうすこしうまく出てく

るようになれば利用者がいるのかという気がするのですけど、現在は非常に少ないです。もう撤去

の対象に入っていますね。 

○委員長（及川 保君） そのような状況ですか。五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） やはりもう 10 年近くたちますので老朽化が激しいということ

で、順次もし何か機械に不具合が出ると新たな機械、システムを導入するような状況しか対応でき

ませんので撤去していきたいと。それでもう８台ですので残り３、４台になるとめどがつくと一遍

にやめたほうが一応はいいのかと考えております。以上です。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） これもちょっとこれを設置するときにはいろんな要望があって設置したと

思うのです。そのわりには使われなかったということで、その使われなかった理由とは何なのかと

いう、その辺はやはり設置したときには要望があってつけたと思うのです。それが使われなかった

のは、それぞれ個々が持つ度合いが多くなったのか、わざわざそこまで来て使わなくてよくなった

のか、その辺の理由がどうなのかというふうに、どういうふうに掌握されているのかということが

１点と、それから今後老朽化も激しいので撤去していくということも考えているということなので

すが、これは当時の設置経費というのはどのぐらいかかったのかということと、それから今修繕員

も含めてランニングコストでどのぐらいかかっているのか、その辺はわかりますか。 

○委員長（及川 保君） ちょっと即答はできないと思いますが、五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） まず使われなくなった理由なのですが、当時はパソコンで、例

えばまちの情報を検索するよりは指でタッチできますので一般の方はかなり使いやすかったのかと

思います。ただ、それから約 10 年たちましてそれなりにパソコンの普及率も出てきていると。各個

人の家でもふえてきていると。当然パソコンの操作も使える方がかなりふえているという状況で情

報を家で取る方が非常に多くなったのかと考えております。それから設置の費用についてはちょっ

と今の時点では申しわけありませんがわかりません。 

○委員長（及川 保君） 先ほどの吉田委員の質問は保留をしたいと思います。ほか、ございませ

んか。前田委員。 

○委員（前田博之君） 先ほどの議会中継ですけども、現実にもう話が出ているからいいのですが

私にも結構苦情がくるのです。私にも途切れ途切れで聞こえないとか、そういうのでもう見るのが

いやだという部分があります。今議会改革をやっているので、先ほど補正が云々と言っていました

が早急にやってほしいのと、あと登別や苫小牧はうちみたく固定ではなくて、ある程度ズームをす
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るのです。そして議員が質問するときにアップになるから非常に表情を見ながら聞けるのです。そ

の辺まで、お金の部分は別にしても、そういう部分もあります。見たことがあると思いますが。そ

の辺をもうちょっとやはりいいのではないか。結構聞いている範疇では本当は生で傍聴に来て欲し

いのですが、結構これだけアクセスあって、行かなくてもインターネットで聞いているというのが

結構多いのです。ですから、そういうふうな対応も必要なのかと思うのです。 

○委員長（及川 保君） 上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） それは私のほうからお答えします。議会側の問題であって、多分接

続するほうとしては設定できるのですけど事務局としての管理が今できないのです。というのは、

そうするとシステムを大々的に入れかえなくてはならないですし、例えばマイクとタイマーと発言

記録とカメラと連動させないとだめなのです。今は１人しか入っていませんから。これで２人、３

人入る場合ですと分けて管理すればいいのですけど。ですから、そういうシステムを入れると何千

万円になりますので果たしてそれだけの効果があるのかどうかということなのです。パソコンで全

部すべて管理しなくてはだめなのです。例えば発言者をタッチするとそこにマイクが入ってカメラ

がターンをしなければだめなのです。そこに発言記録の時間が入ると、そういう操作がなければ管

理が難しいので、果たしてどのぐらいかかるかというのがわかりませんけど、かけて設置できるか

どうかということなのです。タイマーも連動すると、あの当時で 400 万円か 700 万円かかるのです。

たまたまこれは 30 万円しかかけていませんけど。多分そちら側の問題ではなくて、議会側の管理す

る問題になってくるのかという気がします。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） これは議会の中で議論すればいいと思います。ただ、２、３点聞きますが、

町立図書館と学校の検索をいろいろしますがどこまで現実的に学校側と図書館とで話をされた流れ

の中まで追いついているのかどうか、その辺をお聞きしたいのと、それともう１点、非常にこれは

今始まっていますけど産業振興でこの観光拠点の関係と直販、これは商工会ではなくて観光協会で

やっていますけども現実な対応のメリットとデメリットとどういう問題が生じているのか、その辺

２点をお聞きしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） 図書館と学校のほうなのですが、図書館の蔵書システム、管理

システムは現在動いておりますが、学校と図書館を結ぶネットワークについては稼動している状況

です。計画の 20 ページの上から２段目にもあるのですが、連携しておらずとありますので、それぞ

れ単体で稼動でと書いておりますので、これも訂正してください。 

○委員長（及川 保君） それでは温井企画政策課主任、まず今の前田委員の答弁と続けてお願い

したいと思います。温井企画政策課主任。 

○企画政策課主任（温井雅樹君） まず、図書のシステムと学校の関係なのですけど、こちらは平

成 16 年度に教育委員会のほうで図書館と学校の司書の担当が集まりまして、その辺なのですけど協

議した上で学校の図書館のほうから町立図書館の蔵書情報を検索できるシステムは構築しました。

その後なのですけど、機器の老朽化などがありまして、ネットの環境なども余りよくないもので今
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後使用率としましては余り使われていないような話ではちょっと教育委員会のほうは聞いておりま

す。今後なのですけど、そちらのほうも踏まえまして更新のほうを教育委員会と調整しながら行っ

ていきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） それでは先ほどの保留の部分をお願いします。温井企画政策課主任。 

○企画政策課主任（温井雅樹君） あと、先ほどの街頭端末の初期導入経費とランニングコストの

関係だったのですけど、初期導入経費につきましては当時の資料を見ましたら、平成 13 年度で約

2,300 万円です。平成 14 年度で 2,600 万円です。合わせて 5,000 万円ぐらいというふうになってお

ります。こちらなのですけど、この街頭端末のほかに、その時期なのですけど生涯学習サーバーで

すとかいろんなサーバーも合わせて整備をしていますので街頭端末だけの金額はちょっとこちらの

ほうでは試算はできないのですけど、おおむねこの事業としましては 5,000 万円ということでご理

解していただきたいと思います。ランニングコストのほうにつきましては、主にかかる経費は通信

回線費のみとなります。年間で大体 60 万円ぐらいになります。以上です。 

○委員長（及川 保君） 五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） 産業の中でのインターネット直販の話がありましたが、専用の

ページを作成されているということはわかっていますが、実際の状況についてはちょっとそこまで

うちのほうでは押さえていない状況です。申しわけありません。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。前田委員。 

○委員（前田博之君） 先ほど言った観光拠点の整備の部分、こういうふうに書いているけども、

観光協会でホームページつくっていろいろやっていますね。その辺の利用頻度、アクセスとか、あ

るいは観光事務所をこちらに移転されたのですけど、そういう部分で実際の活用状況というのか、

どのような効果が見えているのか。直接わからないと思うけども、その辺協議されてやっていると

思うのだけど、ここは非常に道の駅云々はしても観光案内、コーディネート機能の充実となってい

て、今非常に町も観光に力を入れているから、その辺はどうなのかと思って。 

○委員長（及川 保君） 五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） 申しわけありません。そういう個々のほうはうちの情報関係で

は押さえておりません。以上です。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 個々のことは別にして、これは基本計画からきているのですね。そうする

と町がこういう形の中で施策項目を全部上げているから当然コーディネーターというかネットワー

ク化をするときにある程度整備をされていると思うのだけど、そういう観点でお聞きしているので

す。中身的に。だから町としてはここに載せてやっている以上は、そういう点検とか進捗状況とか

を整理されていると思うのだけど、その辺はどうかということです。 

○委員長（及川 保君） 五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） 計画に載っているのですが、先ほど説明をしましたように来年

までという計画の中で実際に今ここに載せているのは現在の状況、例えば観光でいいますと 21 年度

に観光協会移転と書いておりますが、現在の状況を書いていましてその検証は来年その計画作成時
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に合わせてしたいと思いますので、今時点ではちょっとわからない状況です。以上です。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） すいません。失礼な質問をいたします。白老町の庁舎内で 1,200 台のパソ

コンを所有しているということなのですが職員というのは、自分ができないから聞くのですけど、

職員は本当にそのパソコンを今新たな形のものがどんどんいろんな種類のも入ってきていますけど

も使いこなしているというふうに考えていいのですか。機械はいっぱいあるけども職員がそれを本

当に使いこなして、本当にそれが利便性をまして、それが町民サービスの職員も削減になりました

し、そういった形ではこのコンピューターの導入によってかなり利便性がよくなって削減された分

もカバーできるとか、町民サービスのほうに向けられているとか、本当にこの機械を使いこなせて

いるのだろうと私は思っているのですけども、あえて聞かせていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） 前回の地域情報化推進計画のときにも職員のパソコン研修会等

をやっている状況があります。ですから基本的な、今ここ何年かで入った職員は受けておりません

がそれ以外の職員は一応パソコンの講習会を受けておりますので基本的なものは使えるような状況

になっております。実際業務で使うパソコンのソフトといいますと文章をつくるワード、それから

表計算をするエクセル、それからあとは財務会計等になりますので、それ以外の特殊の例えば図面

をつくったり、ソフトについてはごく限られた部署しかありませんので通常の業務について支障は

ない状況だと思っております。以上です。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 今吉田委員が話をしましたが、ここでいう白老町がＩＴ推進をするという

形でかなり職員にも、私も現職でいましたからそのときは別として、パソコン等を導入して、そし

てコミュニケーション、あるいは遠隔地に離れている、あるいはそのときに緊急性があってすぐ職

員と会わなくてもきちんとメールで入れておけるということで理事者にも机にパソコンをおいて全

部勉強をして常に職員と理事者と、あるいは部長方とネットワークを図って常に状況を知ろうとい

うことで、鳴り物入りでスタートしたのだけど、現実見たらやっていないようなのだけど、現実に

そういう部分というのは生きているのかどうか。テーブルには置いて、今言ったように職員はやっ

ているのだけど本当に基本的な部分、よその町村に聞いたらその町長、市長などは常に職員からき

たものは全部返答をして、そして自分があるときに職員が帰った後でも現場から町長が帰ってきて、

仮に五十嵐企画政策課長なら五十嵐企画政策課長にきちんと入れておいてすぐもらえるようなこと

をやっているのだというのだけど、うちは現実にそういう連動というか、システムは動いているの

ですか。 

○委員長（及川 保君） 五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） 理事者と職員間の情報、メールのやり取りは内部メールでやれ

ることにはなっております。ただ、直接理事者が担当者に、担当者が理事者にやっているかどうか

は、私はしていませんがほかの職員についてはちょっと状況を押さえていない状況です。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。前田委員。 
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○委員（前田博之君） ちょっと戻りますけども、議会のシステムですけどサーバーによる老朽化

するかといったら、もうそれを入れかえるというか、より大きくした場合は、今まで説明皆さんか

らあるようなトラブルというのはもうなくなるわけですか。何件アクセスがあっても。先ほど言っ

た遠隔とかそういう操作は別にして、現状のままの中でいけば。それだけ確認しておきます。 

○委員長（及川 保君） 温井企画政策課主任。 

○企画政策課主任（温井雅樹君） 議会のほうのサーバーなのですけど、サーバーを更新すると議

会の配信機能というものは今後トラブルがなくなるのですけども、それに直轄する、先ほど五十嵐

企画政策課長のほうからご説明があったメールですとかウエブサーバーのほうの更新も合わせて行

わないと基本的にちょっとそういうトラブルが生じる場合もあり得ます。今回なのですけど、先ほ

ど五十嵐企画政策課長のほうからメールとＷＥＢと議会のサーバーを更新したいということで話が

あったのですけど、そのほかにもう１点ファイヤーオールという外部からのアクセスをブロックす

るサーバー、１番重要なサーバーがあるのですけどそちらのほうの更新がまだ計画していないとこ

ろなのです。こちらのほうのサーバーも合わせて更新しないとちょっと今の状況では、もしかした

ら不都合なのですけど、そういった可能性も考えられます。でもこれまでのように頻繁に議会のサ

ーバーがとまるということは、そういったことは発生しなくなります。以上です。 

○委員長（及川 保君） 要は単体で取りかえてもちょっと別のところでまた不都合が出てくる可

能性があると。そのあたりも含めて五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） 今、温井企画政策課主任が説明したのは資料４ありますね。外

部系サーバー等の説明をした裏側の１番下の図がありますね。庁内ネットワーク構成計画図という

のがあるのですがインターネットが上にありまして、それから点線があります。右側に公開系サー

バー、メール、ＷＥＢ、これは議会のサーバーも含むのです。そこを行くためにはＦＷと書いてい

ますね。これがファイヤーオールというセキュリティー関係のサーバーになるのですが、これを経

由して議会中継等に入っていくわけなのです。ですからこれをファイヤーオールというセキュリテ

ィーを使うと行為的に何かをしようとするとか、例えばウィルスを送り込むといった場合にはここ

でブロックするわけなのです。ですからこれも整備しないと不都合が生じますということを今温井

企画政策課主任が説明したということです。以上です。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） そういう仕組みをきちんとわかったら、こちら側が切ったとかという話は

出てこないではないですか。そういうことは反対にできないのですか。それは機械がわからない人

が言っているということですか。 

○委員長（及川 保君） 温井企画政策課主任。 

○企画政策課主任（温井雅樹君） 先ほどの質問の回答なのですけど、意図的にサーバーを職員が

おとすということは絶対あり得ないです。やはりそういうサーバー同士が連携していますので、そ

のサーバー同士、極端な話、議会のサーバーがきちんと動いていてももう一方のサーバーが何かの

原因でトラブりまして、そこからインターネットにデータが流れないということも考えられるトラ

ブルの原因になりますので情報担当としては、そういった意図的に議会のほうを職員が切るという
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ことは一切ありませんのでお伝えしておきます。以上です。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） もう１回確認するのだけど、そういうのは別にして、今 700 ぐらいきたら、

700 こなくてもボツボツ切れるのですが、ある程度更新したら切れたということは、あっと言って

何秒もおいて、今度はうっとくるのです。しまいにもうみんなが何を質問したかわからなくなると

言うのです。そういうことはあり得なくなるということですか。ある程度大きくしたら。そこが問

題なのです。聞いている側にしたら、そういうことなのです。だからそういうことを、今言ってい

る簡単に切るとかではなくて質問していること自体が間延びしてしまってリアルタイムにこないと

いうことなのです。そこを言いたいのです。 

○委員長（及川 保君） 五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） 議会中継のトラブルの話なのですが、うちのほうのサーバーの

状況は先ほど説明した状況もあると思います。それと今前田委員がおっしゃっていたのは通信速度

の問題があると思います。というのは例えばＡＤＳＬだか、昔のＩＳＤＮでいきますと通信速度が

遅くなりますので今みたいな状況が発生することが考えられます。ですから今後光ファイバーが整

備されるとそれはなくなるという状況になります。以上です。 

○委員長（及川 保君） 暫時、休憩いたします。 

休  憩  午後 ２時３２分 

                                           

再  開  午後 ２時４７分 

○委員長（及川 保君） 委員会を再開いたします。 

 議長のほうから質問があると思いますので、堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 議会のほうのインターネット中継がおかしくなって更新しなくてはだめ

だというけど、これはＦＷも更新するとなれば金額的にどれぐらいかかるものですか。 

○委員長（及川 保君） 五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） 先ほど説明しましたが議会中継、それからインターネットのメ

ールサーバー、ＷＥＢサーバーを含めて、大体 1,000 万円から 1,200 万円くらいです。一応見積も

りを取ったところはそれくらいです。以上です。 

○委員長（及川 保君） 堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 補助制度とかはないのですか。 

○委員長（及川 保君） 五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） 補助制度はありませんが備荒資金を借りまして５年払い、年間

250 万円程度くらいでやりたいと考えております。以上です。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 最初の地域情報化の庁舎内の体制が書いていますね。これが電子自治推進

計画の中で 11 ページの情報化施策の推進に向けての庁舎内の推進体制というのが、この中に副町長

を議長として教育長とか各担当課がそれぞれなって今後の進め方というのを議論していくと思うの
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ですけど、先ほどの五十嵐企画政策課長の話の中で 23 年度に新たにまた光ファイバーも設置されて

今後の計画がより新しく進んだ形になっていく計画を立てると思うのですが、その中で今後町民サ

ービスを先ほど言っていたいろんな町民課で取ったりするものを個人のそういったものだとか、そ

れから電子入札とか、それから電子投票だとか、そういったことのこれから 23 年度に計画を立てる

ということは５年ぐらいの計画を持つのかというふうには思うのですけども、そういった町民サー

ビスにかかわること、そういったことも今後この計画の中に入ってくる可能性はあるのかどうなの

か、その辺だけ。細かいことはこれからだと思いますけども、大体その計画も来年度ですからそう

いった中で今後そういった国からもこういったところは特に進めなさいとか、そういったものがあ

るのかどうなのか、その辺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） 五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） 当然国のそういう動向等は押さえて見直しをかけたいと思いま

すが、電子投票等についても国は検討しているようですがまだ実施まではまだいっていない状況な

のですが、ここ当然計画をつくるということは８年間から 10 年間ぐらいの計画をつくりますので、

当然入れていきたいと考えておりますが、ちょっと来ているかどうかの詳細については温井企画政

策課主任のほうから説明させていただきます。 

○委員長（及川 保君） 温井企画政策課主任。 

○企画政策課主任（温井雅樹君） 電子投票につきましては、まだ総務課のほうと協議をしている

段階で今のところ簡単に入れられるものでもないものでセキュリィティとか、そういった個人情報

の絡みがありますのでその辺を十分検討して今回の計画に盛り込めるようでしたら、ぜひ盛り込ん

でいきたいと考えております。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。前田委員。 

○委員（前田博之君） せっかく今うちのほうで推進体制についてもやっていますけど、この情報

化の２ページ、推進体制の中で統計情報グループ、職員が２人いて、振興公社３名、５名体制でや

っていますけど、現実に今いろいろ資料を見て多くのインターネット的な部分で役場もやっていま

すけど、現実的にこの担当を主にどういう仕事をやっているのか。その流れです。それと２点目は、

これは完全にもう専門的な分野に入ると思うのです。そしてこの５人がこういう体制で今後もいく

のか。職員が多いとか少ないとか、あるいは悪いけども、ある程度今これから話は聞くのだけども

その内容によってはそういう委託みたいな形で処理していっていけないのかどうか。もっと合理的

にできないのかどうか。という部分の２点を伺いたいのですけども、いかがですか。 

○委員長（及川 保君） 五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） まず仕事の内容というか、どのような担当ということなのです

が、役場関係で大体 500 台、それから学校関係で 700 台くらいのパソコンがあります。そのパソコ

ンの例えば不具合が生じますと、例えば振興公社の職員３名が各学校に行って、新たなセキュリィ

ティーソフトだとか、新たなソフトが入ると今度は職員が合わせて５人が手配をして行っている状

況です。毎日なんらかんだをやっている状況です。それに加えて、先ほど説明しましたが温井企画

政策課主任については地デジ、ブロードバンド等の業務が入っておりますのでかなり大変な仕事の
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量にはなっていると思います。それで専門的な分野のほうで委託という話も出ましたが、先ほど１

番最初に説明をしましたように情報担当のほうはポケットベルを持って緊急の呼び出し等にも対応

している状況になっております。そういう状況を解消しようということで昨年８月に情報のほうに

専門職をまた１人鍵井という主事を入れたのですが、実際はやはりいろいろな台数が多いというこ

と、トラブルが割合多いということでなかなか対応するのが精一杯という状況になっております。

それで夜の時間外等も当然かなりやっておりますので今後、先ほどクラウドという説明をしました

が外部にサーバーを持ちまして、うちの例えば各端末でソフト等にインストールをしない方式とい

うのですか、そうすると各端末パソコンの保守管理が本当になくなりますので、例えばそういうシ

ステムの導入ですとか、あと住基に関しては例えば外部委託をしてしまうという方法も含めて来年

に向けて今計画策定をしようとしているところです。以上です。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） パソコンとか、そういう修理についてもどうかと思うのですが、逆にここ

にたくさん書いていますけども、いろんな住基とか税務とかいろいろなシステムが入っていますね。

それのソフトなどを全部個別に委託契約をしてやっていますけど、その部分についている部分のト

ラブル的なものについてはすべて契約どおり、仮にＨＢＡならＨＢＡのほうで全部やるのか。ある

いは、ある程度の部分についてはうちのほうの個々の担当のほうでやることになっているのか。そ

の辺のすみわけというのはきちんと整理をされているのか。私はやはり委託した以上はどこまでも

保守管理すべて、札幌にいようが何しようがやるべきだと私は思っているのですが、その辺の部分

のすみわけというのがお互いの阿吽の呼吸でやっているのか、その辺をきちんと整理されれば今言

った 1,118 台の保守というのか、具合修理というのは別な方法をやればそんなに専門に、それだけ

の仕事で本当に優秀な職員が必要かという疑問があるのだけど、その辺はどうなのですか。 

○委員長（及川 保君） 温井企画政策課主任。 

○企画政策課主任（温井雅樹君） 今の質問なのですけど、住基系のサーバーにつきましてはすべ

てＨＢＡのほうに委任していまして、そちらにつきましては業務の内容につきましては現課の職員

を主にしてデータの抽出ですとか、そういったものを行っていただいております。情報として絡む

ものはあくまでもそのパソコンを更新するときにうちのネットワーク、役場のネットワークに設置

する、その設定する手間とか、そういう手間だけになります。クライアントにつきましては、こち

らのほうはすべて役場の管理のものになりますので、これにつきましては今３人振興公社の職員が

いるのですけど、その職員に台帳などをいろいろ整理させまして管理させているところであります。

以上です。 

○委員長（及川 保君） 五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） 今温井企画政策課主任が説明しましたように総合住民ですとか

住基については、トラブルは現課なりで対応しますので余りないのですが、職員が使っているのと

学校用のパソコン、パソコン教室を含むパソコン約 1,000 何台、それが例えばプリンターの調子が

悪いですとか、そういうトラブルが毎日のようにあると。それに追われているという状況です。資

料４の１番最後の裏のページに住基関係の基幹系システムがあります。これを外部委託したいとい
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う、それは外部委託をしたいと考えています。以上です。 

○委員長（及川 保君） 土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 役場で管理しているパソコン台数が資料によりますと 1,118 台というこ

となのですけども、当然セキュリィティもそうなのでしょうけども、ウィルス対策などはどういう

ふうにされているのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 温井企画政策課主任。 

○企画政策課主任（温井雅樹君） ウィルス対策につきましては、ウィルスバスターというソフト

を入れまして専門のサーバーを構築しまして、それで対処しておりますのでウィルスが入ることは

ありません。大丈夫です。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。前田委員。 

○委員（前田博之君） この資料４の裏の事業系システムの中で計画、事業系システムにおいては、

例規、人事云々といって 23 年度更改時期を迎えますとなっていますけど、これは例規集を見たら議

会ごとに一部改正をやり何かされても、過去のもそうです。ほとんど直っていないのです。これを

入れるとき例規がシステム化をするときに全部直すという形でなっているし、その都度今度直って

いくはずなのですけど直っていないのだけど、その辺はどうなっているのですか。正直な話お金は

払っていると思うのです。 

○委員長（及川 保君） 五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） 例規については確か私の認識の中では、例えば定例会３月会議

で改正すると次の定例会６月会議までには直っているということで認識していたのですが。そうい

う確か取り決めみたいのがあったと思うのですが、それは総務課のほうに再度確認をしますが、今

例規システムについてはうちで単独で持っているような状況になっております。それも北海道のＷ

ＥＢシステムにあとで一緒に統合したいと考えております。先ほど前田委員がおっしゃった例規の

書きかえというのはちょっとあとで総務のほうに確認をします。以上です。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 細かい話は別なのですけど、多分労金、委託料を毎年払っているはずです。

それが直っていないこと自体に対して、これはきちんと整理しておいてほしいのです。丸っきり直

っていないです。部長制になったからといって何も、もらった資料にも載っていますけど例規が何

もかわっていないです。非常に、１番大事なことだと思うのです。そのためにやったはずなのです。

そういうことです。 

○委員長（及川 保君） 五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） その辺確認をします。そして対処したいと思います。例規もか

える量によって確か、当然予算の範囲がありますので、ただ、まだ今年度が始まって間もないもの

ですから予算の関係はないと思いますので、その辺確認をして対処したいと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） 最後に私のほうから１点だけお聞きしたいと思います。この情報化時代

に入りまして、今まだそんなに日が 10 年ぐらいの、普及をしたというのが。そういう中で個人情報

だとか、いろんな各地で問題が結構おきているわけです。例えば我がまちでは余り聞かないのです
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けども、職員の方も大変忙しいという部分もありますから家に持ち帰ってやる部分があるのでしょ

う。やって本当はだめなのでしょうけども中にはやっているという、各地でそういう問題がいろい

ろと起きている。さらに町民の情報が変に相手に傷をつけてしまったとか、相手に傷をつけたとい

うか、いろんな個人に悪影響を与える。こういう状況が白老町には今まであったのか、なかったの

か。今、そういう部分をきちんと対応ができているのかどうか、その１点だけお聞きしたいと思い

ます。五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） うちの場合、個人情報保護条例を持っていますから基本的には

ないものと思っていますが、ただ、ことしでしたか去年１件消防で、要するに個人情報が入ったも

のを紛失したという話が出たと思うのですが、その辺を含めて実際のところ、今の我々が使ってい

るパソコンからは情報は、例えばＵＳＢとかフロッピーだとかＣＤ‐ＲＯＭ等で書き込みできる状

況にはなっておりますので、その辺の見直しもしていきたいと思っております。それで先ほど説明

しましたクラウドという方式が端末では、要するにデータ、それから情報の処理をするものが入っ

ていないのですが情報も取れないというような状況のものもありますので、ですから例えばＵＳＢ

という情報を保存するものが指しても取れないという状況のものも今出ておりますので、そちらの

システムも含めて今後計画を考えていきたいと思っております。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは五十嵐企画政策課長、ありがとうございました。 

 暫時、休憩をいたします。 

休  憩  午後 ３時０４分 

                                           

再  開  午後 ３時１５分 

○委員長（及川 保君） 委員会を再開いたします。 

 それでは、このまとめにつきましては皆さんの意向を踏まえまして８月９日総務文教分科会がご

ざいますので、８月９日に実施をしたいと思いますのでお願いいたします。 

                                           

     ◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） それでは、本日の委員会をこれで終了したいと思います。 

 ご苦労さまでした。 

                                   （午後３時１５分） 


