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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８月９日（月曜日） 

開 会  午後 １時０４分    

閉 会  午後 ２時４５分 

             

○会議に付した事件 

 １．町有地及び公社所有地の管理現状について（まとめ） 

 ２．情報化の推進体制及び施策の展開について（まとめ） 

                            

○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 

               

○欠席委員（０名） 

                                          

○職務のため出席した者の職氏名 

事務局参事     千 石 講 平 君 

主   幹     熊 倉 博 幸 君 
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    ◎開会の宣告 

○副委員長（近藤 守君）  ただいまから総務文教常任委員会を開催いたします。 

（午後１時０４分） 

                                          

○委員長（及川 保君）  本日の会議は、先般の町有地及び公社所有地の管理現状についてのま

とめ、それから、もう一つは、情報化の推進体制及び施策の展開についてのまとめでございます。

この２点について皆さんのご意見を伺ってまとめをつくりたいという考えでありますのでよろしく

お願いしたいと思います。 

 それともう一つ。総務文教常任委員会が決算審査特別委員会の小委員会を先般の本会議の中で設

置しましたので決算審査特別委員会をどういう形で進めるかということも含めて皆さんと議論をし

て、取りまとめていきたいなというふうに思います。 

 ということで、所管事務調査を２点にわたって行ったのですが、それのまとめを皆さんのご意見

を伺って作成したいなと思いますのでよろしくお願いします。 

 総務文教は上坊寺局長が務めておったのですが、本日から千石参事が、今後発生する視察も含め

て千石参事が担当するということになっております。千石参事、何かありましたらお願いします。 

○事務局参事（千石講平君）  このたびの異動で、これから総務のほうを担当させていただくこ

とになりました、千石です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（及川 保君）  そういうことで進めてまいりたいなというふうに思います。 

 先ほど吉田委員のほうから、終わったのではないですかというような話があったのですが、実は

中途半端になっておりまして。町有地の部分なのですが、中途半端になっておりますので最後まで

締めたいなというふうに思います。 

 ４番までは、実は皆さんのご意見伺いました。それで、５番、最後です。議決事件について。土

地の売却額 2,000 万円の引き下げが必要かどうかという部分について、この１点できなかったとい

うことでございますので、このあたりを皆さんと議論をしてまとめたいなというふうに思います。 

 いかがでしょうか。町側から前担当でありました千石参事が説明した部分あったのですが、要す

るに町側としては、国の状況が変わる可能性が非常に高いという部分がございまして、町側として

はちょっと様子を見たいという経過であったのです。そこで、本委員会としてはどういう取り扱い

にするかということの皆さんのご意見を伺いたいということなのです。若干、詳しい説明ありまし

た。この件については議長のほうからも質問ありまして、引き下げばかりではないでしょうと、逆

の部分も含めて、買う部分、売る部分、この両方もかかわりますという確認はしております。その

時代、時代に見合った変更も当然やらなければならないでしょうし。前田委員、どうぞ。 

○委員（前田博之君）  今、委員長から話がありましたように、これは案外売るほうの話もしま

すけど、今言ったように、現状には購入する部分もあります。それと、国のほうでも先般の情報等

で６月くらいをめどにして地方自治法の地方分権の改正でこの項目も入っている部分もあったので

すけど、多分、今の政府の状況からいけば当面無理だと思うのです。そういうことをまず踏まえる
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問題もあるし、また、施行例では 5,000 平米かつ 700 万円で、金額はうちのほうが 2,000 万円であ

りますから金額は変えられますけど、5,000 平米については変わらないのです。その部分もありま

すけども、ただ、今も話したように、国のほうが近い将来的にこの施行例をなくして地方自治体が

自由に決められますという方向にいく予定ですので、もし、金額は仮に直ったとしても、5,000 平

米については今みたいな形で、そういうときに状況を見て、また改正を考えるというような部分に

なるのかなと思うのです。今のところは動かせませんので、そういう上乗せ部分の条項の部分も含

めた考えも議論していく必要があるのかなと。逆に委員長報告したときにそういう部分もほかの委

員から質問あると思うのです。だから、それも含めてどういう方向で整理するかということも議論

していたほうがいいのではないかとこう思います。 

 それと、先般、局長も話したように、委員会報告でそういう方向で報告して町がしなかった場合

に、今度、委員会が提案するのだということも整理してどうするかということを議論していかない

と。それは前回、委員長もご存知だと思いますけど、そこまで煮つめなかったので、時間をおいて、

きょう、議論しようと、結論出すという話でしたので、その辺を整理して議論されたらいいかなと

思うのですけど。 

 あと、いろいろな資料、他町村の比較とか、全国の地価の累積変動率とか、これは前も話したよ

うに、ここにいる千石参事が課長のときに議会のためにいろいろ調査して出してくれましたので、

わからなければ内容を聞くことは逆に聞いてください立場変わっていますから。参事のほうに聞く

けど、変動率の、39 年のときに比較して、50 年が 91 で、そして、22 年度はもっと下がって 76 に

なっています。だから、39 年のときが、今、50 年 90 になっていますけど、もっともっと低かった

ということですよね。 

○事務局参事（千石講平君）  この表につきましては、49 年の数値を 100 とした場合に、これに

対する動きですので、翌年 90.7、91.1 とか推移していますけど、このときは下がりましたというこ

とであります。ピーク時は 49 年と比べて約３倍ほど上がっていますと。そして、現状、21 年、22

年度においては、商業地と住宅地に分かれますけれども、100 を超えているのが住宅地で、商業地

は 76.8、このぐらいの水準まで今、下がっている状況です。傾向としては下降気味の状況で、前回、

議会のほうで上げるべきだというご判断をいただいた水準から比べると、それに近づいた、まだ下

回っているとこのような状況のグラフでございます。 

○委員長（及川 保君）  吉田委員。 

○委員(吉田和子君)  本条例の経緯は昭和 39 年３月の条例で 700 万円となったということで、

この累計の地下の変動率からいくと 49 年を 100 としてやっています。39 年当時というのはもうち

ょっと高かったのですか。それはわからないですか。39 年当時、これを決めたときには低かったの

ですか。低くて上がってきているから上がったのかな。それが１点。 

 それから、もう一つは、今、前田委員のほうから平米数については、今回はできないというのは、

これは契約及び財産の取得又は処分に関する条例でしょ。だから、50 年度も金額の一部改正だけで

平米数は変わらなかったということですよね、きっと。その辺ちょっと私・・・。だから、両方見

直すこと、値段が下がっているから別に平米数は見直すことはないのか。平米数はちょせないとい
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うのは、ちょす必要がないという意味なのか。委員会としてちょすものではないのか。ちょっと 

その辺確認させてください。 

○委員長（及川 保君）  千石参事。 

○事務局参事（千石講平君）  ちょっと補足いたしますけども、これは自治法のほうで、国の法

律のほうで面積と金額が定められています。これを下回ってはならないというのが法の趣旨でござ

いますので、5,000 平米、これを下回ることは法律を違反する形になりますので、これはどこの市

町村もこれを下回っては定めていないということです。上げることは、それぞれの財政状況である

とか、近隣の状況等を勘案しながら定めていると。うちの場合については、5,000 平米は国の法律

のとおり。700 万円の部分、これについての議論かなと思います。 

○委員長（及川 保君）  吉田委員。 

○委員(吉田和子君)  実際に町の大切な財産を売る場合、または、町の財産として借り入れなけ

ればならないときの状況として、5,000 平米、2,000 万円から 700 万円に下げて、少しでも議員の目

を通して、議員の意見を通してやっていきたいということで条例の変更を申し出るのに、5,000 平

米以上上げるといったら反対に怒られますね。わかりました。済みません。 

○委員長（及川 保君）  そういうことです。趣旨は皆さん、十分ご理解されていると思うので

すけども。少しでも議会の目を通そうと。通す状況に持っていけないのかということが趣旨ですか

ら。法の範囲内で改定なりしていく必要があろうかなというふうに思います。近藤副委員長。 

○副委員長（近藤 守君）  単純な質問なのですけども、今まで専決処分の関係でいけば 2,000

万円でやっています。これを例えば、1,000 万円とか、1,500 万円に下げたときに、要するに行政側

としては何かそのことによってすごく複雑になるとか、いろいろなことがあるのかどうかだけ確認

したいのですけど。 

○委員長（及川 保君）  下げたことによって、何か不都合があるのかと。前田委員。 

○委員（前田博之君）  ただ、条例の議案を上げる件数がふえるだけの話です、該当すれば。だ

けど、過去には、見たけど、資料も出ていますけど、18 年度に１件かな、もし、改正すれば該当す

るのは。それ以外は余り出ていないです。 

 懸念するのですけど、宅地であればある程度解釈の方法もあるのです。仮にそこの、大町の保育

所の跡を一括で売った場合、あれは、本来は区画の総面積と金額でやるべきなのです。だけど、あ

れは一区画ずつやってしまっているから条例に上げてこないのです。あれは土地利用計画でいけば、

普通の財政法上のやり方でいけばそういう形なのです。極端な言い方をするけど、抵触する可能性

あるのです。ただ、それは別として、これから山林だとか、原野の町有地とかが単価安いですから、

そういうとき、面積は 5,000 平米超えているけども、金額は 2,000 万円以下だからかからないので

す。そうすると逆に、そういう広大な土地が金額のために議会の目を通さないということが逆にそ

の土地の利用によってはかなり議会で議論する必要も出てくる問題もあると思うのです。そういう

部分をやっぱりチェックする必要があるのではないのかなということで上げるべきだと。それで前

に言ったように、今、吉田委員からも質問ありましたが、5,000 平米は今、動かせないから、もし、

そういうふうに国のほうが状況になったとき、改めて議論してどうするかということをしようとい
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うことのほうがどうかなというふうに思います。 

 

○委員長（及川 保君）  いかがでしょうか。この部分で、ここで今、こうしようとか、条例改

正しようとか、そういう部分ではやっぱり難しいかな。報告としては、その方向ですべきだという

ことのなんですけども、現実に今、早急にやろうとすれば、国の状況もまだ見えてこない部分があ

るものですから、それと同時に町としてはやらないということではなくて、国の動向を見極めたい

ということですから、一方では議会として当然、議案を提案できるわけですから。吉田委員、どう

ぞ。 

○委員(吉田和子君)  もう一つ確認なのですが、前回いただいた資料の中で町有地売却調書とい

うのがあります。これを見ていったときに、金額ではかかるところが何カ所かあるなというふうに

は見ているのですけど、平米数でいくとほとんど引っかからないのです。だから、上がってくるこ

とはないということなのです。5,000 平米以上で 2,000 万円以上、両方入らないとだめだというこ

とですから、だから、平米数がちょさない限りは、かなり今までの、18 年からの売却状況を見ると、

19 年度の竹浦の売り払いの平米数と金額が、でも、こちらも金額がいっていないから、平米数はい

っているけど。ほとんど議会にはこの４年間はかからなかったということなのです。だからやっぱ

り、今後きちんとしたこちら側の財産管理をしていくという部分では、先ほど委員長がおっしゃら

れたように、平米数の見直しをきちんとすると。白老町は土地の単価が低いだけに金額ベースいく

といったらかなりの広さにならないと。700 万円に下げたとしてもかかってこないことが多いです。

だから、そういう部分ではこの平米数の国の制度の見直しの中で、これはきちんと委員会報告とし

て土地の平米数に関しては国の変更があったときには即対応してもらいたいということも含めて、

今、金額だけ条例改正しても何か余り意味なさないのかなと。もちろん委員会としては、条例は変

えるべきだと思うのだけども、両方変更になっていかないとちょっと意味合いがどうなのかなと引

っかかるところがあるのですがその辺どう思いますか。 

○委員長（及川 保君）  前田委員。 

○委員（前田博之君）  これは建物も入るのでしたか、不動産だから。僕が言っているのは、建

物も含む、そうすると、今、学校統廃合して、新冠なんて学校を売って美術館にしているのです。

そういう大型の建物が売却で上がったときに 5,000 平米超えていないから 3,500 万円であっても議

会にかけなくてもいいということになってしまうのです。ですから、僕が言っているのは、財政が

厳しくなってきているから 5,000 平米の部分はあるけど、金額としてやっぱり議会としてそういう

ことを訴えるべきではないかということ。僕が言っているのは、5,000 平米、これは国が法改正し

たときに直せばいい話であって。 

 それと、今まで何回も議場でほかの議員さんが２人から３人言っているのです。だけど、検討す

ると言いながら、先般の委員会は、あれはあくまでも部長の見解だから。だから、町としての見解

はどうかということをやっぱり議会としてちゃんとぶつけて、それはあと皆さんの意見だけど。 

○委員長（及川 保君）  そのとおりなのです。町としては、部長の見解ですけども検討すると

いう答弁をしていますから。だから、会計課のほうでもそれなりの調査はしていたと思うのです。
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だけど、国の動向があったものですから、それを踏まえて取り組みたいというのがあったものです

から。千石参事。 

○事務局参事（千石講平君）  今の前田委員の質疑の中で金額と面積、この金額についてはおっ

しゃられたとおり建物、これについてはかかってきます。面積については、土地についてのみの規

定と。 

○委員長（及川 保君）  暫時、休憩します。 

休  憩   午後  １時２６分 

                                           

再  開   午後  １時２８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。 

 どうですか。ここはそういう方向に持っていくべきだと、委員会としてそういう意見で報告する

か。町側としてそういう方向に持っていきなさいと、改善しなさいと、そういう方向で持っていく

かどうか。それだけちょっと確認しておきたいのです。吉田委員。 

○委員(吉田和子君)  前回も私、申し上げましたけども、前回の 50 年の改正のときにもやっぱ

り議会の中から出ていった声を吸い上げて、そして、状況的に先の推移等を見てもその当時のもと

の数値の関係からいくとなっているということからいうと、もちろん財産をしっかり管理して、議

会の議決を通して少しでも財産を管理していくということが前提でありますけども、前回の改正理

由の中にもありますけれども、やっぱり現在の財政指数等においても当時とまたかなりの変動があ

るということも理由の一つとして見直すべきではないかということを出していって、それで町がど

う動くかということで、前田委員が前に言ったように条例提案、それではこちらで改めて動きがな

ければしていくと。それまでには平米数の関係もきちんとなっているでしょうから、そのときには

改めてきちんと土地の取り引きの関係の平米数をもう１回検討するというふうにしていったらどう

でしょうか。 

○委員長（及川 保君）  わかりました。本当は今、この議論をまたずっと、この変動率の表か

らするともう少し早くそういうことがあればよかったのでしょうけども。これは前回の改定のとき

そうですから。将来を見越しての、将来こうなるだろうと見越しての改定だったはずですから。そ

れからすると遅きに失しているという部分ありますけども、ぜひ改定に取り組めという方向で報告

することでよろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川 保君）  わかりました。それでは、この部分はよろしいですね。それでは、町

有地及び公社所有地の管理現状についての会議はこの程度にしたいと思います。 

 それでは、次の２点目。情報化の推進体制及び施策の展開について、先般の委員会の中で町側の

説明を受けたところでありますけども、これの報告について皆さんのご意見を伺いたいと思います。

どうでしょうか。特にご意見ありませんか。暫時、休憩いたします。 

休  憩   午後 １時３４分 
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再  開   午後 １時４０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。 

 報告の中で、この街頭情報端末機、もうすでに５カ所撤去されているのです。この一番下のほう

の、蔵から社台郵便局までの。まだ８台が動いているという状況なのですが、年間 60 万円くらいの

経費がかかるということではあるのですが、前回の説明の中では非常に使いにくいのだという説明

があったのです。どんな状況で使いにくいか、そのあたりがちょっと明確ではなかったのだけど。

議会として早急に撤去するということにならないでしょう。経費がかかるから。ただ、使われてい

ない。余り頻度がないみたいなのです、使われ方が。皆さん、どう思います。前田委員。 

○委員（前田博之君）  余り使われていないと思います。僕も使うけれども、正直な話、ボタン

を押していても時間がまずかかるということです。だから、待っていられないということでしょ。

そうすれば、機械入れかえなければだめだということでしょう、スピードを早くするためには。そ

うすると、初期投資かかるし、見ていれば、やっぱり初期の目的が達していないと思うのです。だ

から、撤去を件数も少ないからする前にもう一度、逆にもっと置いている場所の存在感と使いみち

と、使う側のソフトを重点的にするかどうか。どちらかの選び方ではないかなと私は思うけども。

ただ、今、見れば、置いていれば、それでいいというような姿勢ですから。そうしたら、今、言っ

たような部分にするか、議会として積極的にもうそういうことから早急に対処をしなさいとか、何

らかの対処をすべきだと。 

○委員長（及川 保君）  委員会側としては、設置した以上は初期の目的に沿って、やっぱり町

民の利用度をふやすことが目的ですよね。近藤副委員長。 

○副委員長（近藤 守君）  確か、設置した当時は、１年、２年ぐらいまでは結構いろいろな人

が興味持って見たのです、我々も含めて。例えば議会のところにあると、全員の顔が出たのです、

カラーで。今、それはなくなってしまったのです。議会の部分が非常に少なくなったのです。そん

なこともあるし、それから、一般のまちを検索してやるのにもやっぱり今、言ったように時間もか

かるし、非常にスムーズに出てこないというような関係で最近はみんな見なくなったのです。だか

ら、ここ４、５年誰一人、議会があるときに見に来るおじいさんがいるとかという話で、あとはほ

とんどゼロです。そんなことで電気を切った、壊れたというような状況なのです。以上です。 

○委員長（及川 保君）  前田委員、何かありましたか。 

○委員（前田博之君）  今、近藤委員からもお話ありましたように、今、町民が何を求めている

かというソフトが入っていないのです。逆にいうと、僕は割と見ているけど、パソコンで引っ張る

分についてはホームページを見るとある程度、民間アパートの情報提供とか何ぼかあっているけど、

現実では公民館、やっぱりそういう公共施設へ行って見るのであれば、そういうアパートの情報だ

とか、うちでいったら、ハローワークの情報は入るとか、そういう今、住民が必要としている情報

をリアルタイムに入れられるのならいいのだけども、ただ、紹介程度のものであれば、僕は初期の

目的達したと思うのでソフトをちゃんと今言ったような形で変えないのであれば、何らかの形で処

分すべきだと思います。 

○委員長（及川 保君）  吉田委員。 
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○委員(吉田和子君)  平成 17 年から 23 年度の白老町の電子自治体推進計画というのがあります。

この期間でやっているのですけれども、やっぱりこういったことで光ファイバーも設置されるとい

うことで情報としてこういったものを使って流していくという考えを持っているのですよね、町と

しては。これから今後、電子入札だとか、電子によるいろいろな情報だとか、それから、こちら側

がいろいろなものをサービスとして取っていくとか、そういったものに今後パソコン等はすごく必

要なものになると思うのです。ただ、今回の街頭情報端末機、前田委員がおっしゃったように、町

民の人たちにこういった便利なものを使って情報を提供しようとしたときに、やはり財政的にだっ

ていろいろな面があって、パソコンをわが家には持てないけれども、そこまで行ってでも情報を取

りたいという人がいるのだったら私は、使いやすく、さっき言ったように、いろいろな情報をもっ

としてやっていくべきだと思うのです。60 万円ぐらいの維持管理費でやっていけるのであれば。た

だ、そういった新しい情報を入れるとすれば、今後、経費がどのくらいかかるのかということも含

めて、その経費に見合った情報の提供と利用頻度があるかどうかということをきちんと見ていく必

要があると思うのです。やっぱり情報としてそういったものを使うといったときに、それがない人

のためのものとして置くのであれば、それなりの情報をきちんと提供できるようにしてほしいとい

うことだと思うのです。それで、撤去した理由として、月平均のアクセス数が 10 件程度だと。それ

も一つの撤去した理由になっているのです。だから、アクセス 10 件という意味が、情報として少な

いから使わないのか。使う人が少なくなっているのか。そういったところのものもきちんと把握し

た中で、今やっているわけですから、自治体自体が推進計画を持ってやるわけですから。計画の中

でこの端末機、老朽化でアクセスが少ないから取りますではなくて、なぜ、アクセスが少ないのか。

老朽化は仕様がないことです、年数たてば。それから、老朽化になっているから新しいものを入れ

るのに、また新しく維持管理費用がかかっていくのであれば、その辺は自治体できちんと効果的な

判断をしてやるべきだというふうに思うのです。ただ古くなって、使う人がいないのなら取りなさ

いではなくて、これから白老町が目指す計画の中にこれが本当に必要がないのかどうなのか。必要

ならば、必要な情報の提供と使えるものにしていくべきなのだろうと思うのです。そうでなければ、

今のままであれば必要ないのかなというふうにちょっと思うのです。 

○委員長（及川 保君）  吉田委員の言われていることは十分わかります。それは前田委員とも

同じ意見だと思うのです。10 件が本当に少ないのかどうかもちょっと、これもわからないし、だか

ら、利用していたかもしれないのです、町民がいたかもしれないのです。 

○委員(吉田和子君)  撤去したのが 10 件だから、撤去していないところはもっと多いということ

なのと聞きたいのだけど、いないから聞けないから。白老の計画にどうなのかということを合わせ

てやったほうがいいと思います。 

○委員長（及川 保君）  そのあたりのことも踏まえて、やっぱり・・・。撤去するのは簡単で

すから。あと、もう一つは、そういった町の計画がこれからそういう方向に向かおうとしているわ

けですから、やっぱり逆に利用を高めるための、今、前田委員がおっしゃっていた、やっぱり情報

をきちんと発信できる、町民が何を求めているかというものもきちんと整理してやっていく必要が

あるのではないですか。それはまたソフトにお金かかるか、そういう面では。 
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 暫時、休憩をいたします。 

休  憩   午後  １時４９分 

                                           

再  開   午後  ２時０１分 

○委員長（及川 保君）  休憩を閉じて、委員会を再開します。 

 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君）  この情報化社会の中で情報網を削るとか減らすとか、そういう方向では

やっぱり逆行するのではないかと。やっぱり今の町民がそういうものを欲しがっているということ

は、基本的にはあるのだと。使われていないとすれば、やはりその内容がニーズに合っていないの

ではないかと。それを改善していくのには、それだけの役場としても努力をしたかどうかというこ

とが一つ大きな問題です。それから、機械をつけた以上はどれだけのアクセスがあって、どれだけ

町民が利用しているか。あるいは旅行者が利用しているのか。そういうようなことまで全部調べた

上で中身をどういうふうに変更していくかということ、これは実態として調査しなければならない

と。それで、それを変更していくことができるかどうかということが勝負になるのではないかなと

いう気がするのです。ですから、基本的には置きながら、町民の生活に関する部分身近な情報、そ

れから、旅行者が来て、パッと見て、さっと利用できる情報、そういうようなものが簡単に出し入

れできるようなそういうものにしていくべきだと。そういうものになっていないことが一番の大き

な原因ではないのかなと。それから、置く場所も一番最初からどこに置けばいいかというのがわか

らなかったけれども、こうやってみるうちに一番使われなければならない部分はどこかと、最低限

の場所でいいから置いておく。あそこにもここにも置くのではなくて、本当にそうやってみんなに

使ってもらいながら、それをどういうふうに発展させるかということはその後考えるべきではない

かと。そこら辺の工夫がもっと必要ではないかなという気はしています。 

○委員長（及川 保君）  これは皆さんと出ている意見と同じ、ほぼ同じ状況だと思います。撤

去するだけが主ではないと、古いとは言いながら。古いと言っているのです、町は。前田委員。 

○委員（前田博之君）  置くにしても非常に、議会とすれば、やっぱりこれからの投資はどうす

るかということを認識した上で議論しなければだめだと思うのです。ということは、これを見たら、

ガイド情報端末機は特防の交付金でやっているのです。ということは、交付金あるから、多分やり

ましょうという話だったと思うのです。それは今度つきませんから。今度、一般財源で、光ファイ

バーが来ても、今の街頭情報端末機が内蔵している機械が対応できるのかどうかということです。

それらもやっぱりもう一回、もし、その辺を意見として書くのであれば、もう一回やっぱり担当の

ほうにもちゃんとその辺を確認してからでないとだめだと思うのです。こういう財政状況にあるの

に、やれ、やれと逆に言ったときに、今言ったようにガラッと変わるでしょうと。だから、その辺

を検証して、そうであれば、対費用効果を考えたらどうかということになってくると思います。 

○委員長（及川 保君）  斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君）  全く同じなのですけど、やはり、これが金かかるだめなのではなくて、

まちづくりどう生かしていくことができるかということが一つの大きな観点だろうと思うのです。
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それが有効であれば、やっぱり金をかけてでもそれをやろうではないかと。町外から来る人のため

に、これを大いに利用してもらいながら、そういう財政に寄与してもらうような、そういうものに

使えるのかどうなのかというような、そういう中で投資をするのだという、その観点というのをき

ちんと置いておくべきだと。だから、金があったから、たまたま金が国から来たからやったのでは

なくて、今度はそれをバネにして、今度は自分たちで金をかけて、それをまちづくりにつないでい

くという、その辺の観点というのが大事ではないのかなという気がするのです。 

○委員長（及川 保君）  ただ、どうしてもやっぱり金が・・・。 

○委員（斎藤征信君）  いずれにせよ、いろいろなところに投資するわけだから。それだけの有

効かどうかということは見定めなければならない。 

○委員長（及川 保君）  皆さんから出されましたけども、すでにもう撤去に入っている今の状

況なのです。あと、８台、８カ所残っている状況なのですけども、おいおいこれも撤去したいとい

う考え方をこの間の説明であったのです。だから、もう、藏から以下はなくなってしまっているわ

けです。それで不便を感じている町民がおられるのか。そのあたりもちょっと今わからないのです

けども、ただ、アクセスが月平均 10 件程度だということからすると、少ないと判断したのか。もう

一方では、老朽化がやっぱりあるのです。そういうこともあって、もうすでに撤去に入ってしまっ

ているわけですから、そのあたりも踏まえて報告するということで、先ほどの皆さんの意見入れて

報告するということでよろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川 保君）  わかりました。 

 吉田委員。 

○委員(吉田和子君)  今、街頭端末機の話に終始したような感じがするのですけど、今回、白老

町の電子自治体推進計画があって、これは 23 年度で一応終わると。これは総合計画との整合性を図

りながらやっていっているということだったのですけれども、23 年度に総合計画も見直しされます。

第４次の総合計画。今度、第５次になるのかな。だから、そのときにきちんと情報自治体、白老町

の目指すべき情報自治体と総合計画の整合性をきちんと図って、一体白老町が何を目指すのか、ど

ういった電子を町民の生活にきちんと密着した、本当に利便性のある活用できるものにしていくの

かということをきちんと今後の計画の中で盛り込んでもらいたいということになると思うのです。

光ファイバーもまた、できていない中での今回の計画ですから、今後、光ファイバーもできる中で

そういうことも含めた総合計画との整合性と、それから、町民の利便性、それから、安心・安全の

生活のために今後、電子投票とか電子入札されるとかいろいろなことが出てくるのではないかと思

うのですけど、ただ漠然とこうだああだということではなくて、白老町の目指す電子自治体のあり

方を明確に計画の中に盛り込んでいくべきであると思うのです。 

 それともう一点は、この計画の中に一部あったのですけど、パソコンの利用の関係なのです。イ

ンターネットの利用状況何かもちょっと自治体の計画の中にあったのですけど、本当にパソコンか

ら情報を取っているという、白老町における情報化の現状と課題の中でアンケート調査をしたとき

に、パソコンを使用したことがあるという人は 67.65％の人がいたけれども、まちの情報の取得手
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段としてインターネットを利用する方というのは、回答者のうち、わずか 3.53％だったということ

がありました。そのことから私は、電子化で利便性を図ったり、早く情報が出せるということはす

ごい効果としてあると思いますけれども、それを利用しない、町の広報誌が一番やっぱり情報の手

段になっていました、町民の中のアンケートでは。ですから、やっぱり情報の格差をなくすという

のか、利便性のある人はパパッと情報わかるけれども、１カ月たたないと情報こないのです、げん

きは毎月１回ですから。だから、本当にその格差をなくすような情報が行き渡らないことが平等性

というか、町民に対する。町の情報がわからないばかりに大変な思いする人もいるのです。だから、

情報が平等に行くような、共有化できるような手法を今後考えるべきだろうと。便利になればなる

ほど、便利なものについていけない町民もいるのです。そういった部分の人たちをどうすくい上げ

ていくかというか、情報をきちんと提供していくかということを考えていくべきだというふうに私

は思っているのです。いつも町は広報に載せましたからと。でも、広報誌に載せてもわからない人

いっぱいいるのです。それを言っていたらきりがない。読まないほうが悪いと言われればそれまで

なのですけども、いかにして町のやっているサービスが皆さんに平等に行き渡るかという方法を考

えてもらいたいなというふうに思っているのです。 

○委員長（及川 保君）  言われたことは理解できるのだけど。手段としては、月に１回間違い

なく情報発信しています、町は。さらに、インターネットでも当然やっているわけです、今。そこ

に平等という、誰でも同じ情報を得られる状況を高めようということなのですね、今、言われたこ

とは。 

 もう一つは、インターネットと言いながら、インターネットにかかわっていない、要するに持っ

ていない方がやはり大半だと思うのです。これだけお年寄りの方が多いとなれば、特に。吉田委員、

言われたことをどういうふうにまとめたらいいのか。 

○委員(吉田和子君)  先ほど、アンケート調査で 67.65％の人がパソコンを使用したことがある

というふうになっているのですけど、それでは、パソコンの世帯の所有率というのは全然調べてい

ないのです、白老町は。１軒の家に２台も３台もある家、たくさんあるのです。うちも３台あるの

ですけど。使っている、使っていない別にして、買いかえるから、その前のものもあるという感じ

なのですけど、２台は使っています。私と息子と使っているから。そういうふうにして子供と親と

２台とか３台ある家が結構あるから、パソコンの世帯の情報、白老の計画を立てるときに、総合計

画等も持っていろいろなことをやっていくのであれば、白老町の所有率だとか、利用状況、このア

ンケート調査は全体的なものではないですよね。もうちょっと具体的な、白老町は今後、電子化に

なる情報の提供を大いに活用して進めていきたいというふうに言っているわけです、計画の中で。

そうであれば、白老のパソコンの所有実態というのか、そういったものをきちんと持つべきだとい

うふうに思うのです。それが大事だと思う。そうでないと、次の手打てないような気がするのです。

情報を流していくにしても、どれぐらいの人が持っているとか。 

○委員長（及川 保君）  だから、僕のような意見が出てしまうのです。何を言っているのだと。

大半は持っていないだろうと。この 67.65％がどういう調査で得られた数字なのか。本当に半数以

上の方が持っているのかと。これはただ使用したことがあるかないかのことだから。持っている、



 12 

持っていないのことではないから。 

○委員(吉田和子君)  アンケートのとき、私、世帯割合聞いたとき、わからないと言ったでしょ

う。わからないで、電子化で情報をどんどん流して、これから利便性図りたいといってもわからな

いだろうから、きちんと白老の実態を調べるべきではないですかといったら、そうしますというよ

うなことを言っていたから、それをきちんとやるべきだというふうに思います。 

○委員長（及川 保君）  わかりました。この部分はきちんと調査すべきという形で報告したい

と思います。よろしいですか。前田委員。 

○委員（前田博之君）  前も議論されていますけど、議会中継。これはいろいろ原因はあります

けども、庁舎内である程度見直しできるもの、あるいはサーバー対応になるのかわかりませんけど

も、改善するみたいだけど・・・。 

○委員長（及川 保君）  この間、改善するのだけど、２つあって、議会だけやるというわけに

多分いかないだろうと。 

○委員（前田博之君）  サーバーの要領がもう小さくなっているということでしょう。やっぱり

ここにも出ているように、結構もう多いときは 700 件あるのです。ですから、やっぱりそれに対応

できるような現状の中での解決策を図ってもらいたいということで、前回とまったり、あるいは途

切れ途切れになるから、あれはやっぱり容量大きくすれば直るという話ですから、それこそ大事な

ことかなと思うのです。 

 それと、先ほどの情報端末機なのだけど、あれに議会中継、近藤議員言っていたように、議会の

関係で議会中継入るのですか。 

○委員長（及川 保君）  暫時、休憩いたします。 

休  憩   午後  ２時１８分 

                                            

再  開   午後  ２時４１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。 

 この情報の推進体制、施策の展開なのですが、今まで出た意見を網羅して組み込んでいきます。 

 それと最後の国勢調査という情報をきちんと町においてもそれを生かすべきだという意見なので

すが、この件についてはちょっと保留させてもらっていいですか。前田委員。 

○委員（前田博之君）  それはいいです。私もちょっととらえ方がちょっと違っていましたから。

それはなかったことでいいです。あくまでも吉田委員の提案した部分が、今言っている電子ソフト

の部分でつながらないという意味でいいと思います。 

 それともう一つです。前も担当のほうから説明受けていましたけど、これは当初から課題だった

のですけど、学校にパソコン入っていますけど、そして、学校同士の図書館の蔵書については、学

校のパソコンではまとまっているのです。だから、学校にある蔵書は自分のところで見られますけ

ど、今、学校の図書館のネットワークが町立図書館につながっていないのですよね。 

○委員長（及川 保君）  いや、つながっているのだけど利用されていないのです、ほとんど。 

○委員（前田博之君）  いや、つながっていないはずなのです。 
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○委員長（及川 保君）  暫時、休憩をいたします。 

休  憩   午後 ２時４２分 

                                           

再  開   午後 ２時４５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。 

 今まで皆さんから出されたご意見を報告の中に組み込んでまいりたいというふうに思います。よ

ろしいですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川 保君）  それでは、まとめの部分についてすべて終了いたしました。正副委員

長の中で報告書をまとめ、皆さんのほうに確認をさせていただきたいというふうに考えております

のでよろしくお願いしたいと思います。 

                                           

◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君）  それでは、本日の会議はこれで終了したいと思います。ご苦労さまで

した。 

   （閉会 午後２時４５分） 

 


