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平成２２年白老町議会全員協議会会議録 

 

平成２２年６月１８日（金曜日） 

開  会   午前 １０時００分 

閉  会   午後 ０時０７分 
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１．白老愛泉園改築計画について 

   ２．白老町地球温暖化対策について 

   ３．アスベストの除去について 

   ４．小中学校耐震２次診断結果について 

                                          

○出席議員（１５名） 

２番    前 田 博 之 君         ３番    西 田 祐 子 君 
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１４番    氏 家 裕 治 君                １５番    吉 田 和 子 君 

１６番    堀 部 登志雄 君 

                                          

○欠席議員（０名） 

                                          

○説明のため出席した者の職氏名 
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 教 育 長           白 崎 浩 司 君 
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○職務のため出席した事務局職員 
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    ◎開会の宣告 

○議長（堀部登志雄君）  ただいまから全員協議会を開催いたします。          

（開会 午前１０時００分） 

                                           

○議長（堀部登志雄君）  本日の協議事項につきましては４点ございます。まず、初めに、白老

愛泉園改築について、生活福祉部健康福祉課のほうからご説明をお願いいたします。辻生活福祉部

長。 

○生活福祉部長(辻昌秀君)  それでは、社会福祉法人宏友会の白老愛泉園改築計画について、経

過報告をさせていただきます。特に配布資料はございませんので、ご了解いただきたいと思います。 

 本件の改築計画につきましては、本年２月に宏友会から町及び町議会に対しまして、それぞれ町

有地の無償貸与の要望あるいは陳情があったものでありますが、議会につきましては４月 26 日に陳

情の採択がなされております。町といたしましては、宏友会に対し市街地に隣接した町有地を何カ

所か提示し、建設候補地として検討いただいたところでございます。５月に入りまして宏友会から

希望箇所が示されたことから、地域の理解が不可欠であるため、関係町内会の役員に対し建設計画

の説明会を開催していただくよう町として要請を行なっております。その後、関係町内会の役員会

の席に宏友会が出席いたしまして、宏友会から施設計画の説明と地域住民を対象とした説明会を別

途開催していただくよう要請が行われましたが、いろいろな意見が出され、宏友会としては検討課

題として持ち帰り、理事会でその対応を協議したとのことでございます。理事会におきまして地域

から出された意見をもとに来年度の施設改築につきましてその可否を検討したとのことでございま

すが、検討課題の整理には時間を要するとの判断から説明会の開催を見送り、６月をめどとしてい

た申請を断念したとのことでございます。宏友会といたしましては１年先送りとし、平成 24 年度の

改築に向けて来年申請を行うことに方針変更し、施設の改築の位置については白紙に戻し、さらに

理事会で継続して検討を行うことにしたということでございます。町といたしましては、宏友会の

計画する改築計画は現在入所されている方々の福祉の向上のみならず、地域における障がい者の自

立及び社会参加のためにも必要であるとの考え方から今後も積極的に支援を行っていきたいと考え

ます。施設の建設及びその運営につきましては地域の理解と協力が不可欠でありますので、施設の

位置について宏友会とさらに意見交換を行いながら、来年の申請に向けまして町有地の選定など協

力してまいりたいと考えてございます。以上で経過報告を終わらせていただきます。 

○議長（堀部登志雄君）  ただいま、白老愛泉園改築計画についての経過について説明がござい

ました。何か特に。12 番、松田謙吾議員。 

○１２番（松田謙吾君）  経過報告を読んだでしょう。それを配布してもらえませんか。だって、

それを配布しなかったら意味がない。大事なことだもの。 

○議長（堀部登志雄君）  それでは、後ほど整理して皆さんに配布するということでございます

のでよろしくお願いします。 

 ２番、前田博之議員。 
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○２番（前田博之君）  今、説明あったけど、肝心な部分があえて報告できなかったから報告し

なかったかどうかわかりませんけど、地域的な場所も何も言わないで、ただ、白紙に戻ったといっ

ても、どこを検討したのか、その辺の報告のないのだけど、その肝心なところを言ってください。 

○議長（堀部登志雄君）  辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長(辻昌秀君)  実際、候補地となった場所につきましては、実は具体的に当然そう

いう場所も想定してございますけれども、ただ、今後の進め方において与える影響等もございます

ので、この部分についてはちょっと今回伏せさせていただくということでご理解いただきたいと思

います。 

○議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君）  何差し支えあるのですか。もし、それが順調にいったら、議会の同意を

得る必要あったのでしょう、場所について。だめになったから言えないというのはどういうことで

すか。 

○議長（堀部登志雄君）  辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長(辻昌秀君)  あくまでも建設地を決めるにあたっての経過の中での検討途中の場

所であったということでちょっと控えさせていただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君）  そうしたら、今の場所に戻るということはありえないということですか、

来年申請するときに。それでしたら、もとに戻したときにあの時は言えなかったけど、今回こうで

すという話になるのですか。 

○議長（堀部登志雄君）  辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長(辻昌秀君)  今回の場所については６月までに申請する段階までに整理するには

ちょっと時間を要するとそういうことでしたので、決して、その場所を見送るということではなく

て、その場所も含めてさらに検討を加えたいということでございます。 

○議長（堀部登志雄君）  ５番、山本浩平議員。 

○５番（山本浩平君）  今回の愛泉園さんの町に対する陳情あるいは議会に対する陳情、随分時

間のない中で行われたというような印象がとても強くて、関係のいわゆる担当課の方々も大変ご苦

労されたというふうに思うのですけども、１年据え置きになったという大きな理由は何でしょうか。

補助金の関係、それらでしょうか。その点について、どのように分析されていますか。 

○議長（堀部登志雄君）  辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長(辻昌秀君)  愛泉園のほうからも委員会のほうにご説明があったかと思いますけ

れども、一応６月中に申請という一つの期間的な制限があったと。それまでに場所をさらに、地域

の合意も含めてまとめ上げるのにちょっと時間が足りないと、そういうようなことでございます。 

○議長（堀部登志雄君）  10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。うちの常任委員会ですので経過は理解をしているつ

もりであります。今後、愛泉園が建てかえるという前提で動くということでの今の伏せ方なのかど

うかということが一つです。 
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 それと、それに対して町がやはり今の状況をきちんと聞いたら、町も一定限度のバックアップは

必要だろうと。町民の理解を得るためにも町が一定限度のバックアップをしなければ、なかなか難

しいのではないかというような印象を常任委員会で受けたのですけれども、動きを見ていると、愛

泉園さん、宏友会さんが積極的に動かれたというふうに見えていたのですけど、そこら辺がもし今

後やるとしたら、町がきちんとバックアップをしながら、事前に意思統一ときちんとして動くとい

うことがとても大切だという印象を受けているのです。それで、断られたところがそこはだめとい

うことになってしまうと次に困るというのはよくわかるのだけれども、そこも含めてという今の返

答だったのですけど、そこも含めて考えるということなのですか。それを確認しておきたいと思い

ます。 

○議長（堀部登志雄君）  辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長(辻昌秀君)  町としてのバックアップという部分につきましては基本的に今、ご

質問等にあった趣旨で私どもも考えてございます。やはり町内にある施設、その中に占める町民の

方の割合というのは多少低いというのはございますけれども、やはり地域福祉においては必要であ

ると、そういう観点の中で町としてできる範囲の協力は行っていくということでございます。 

 それで、場所の部分につきましては、次につなげていくという部分がございますので、そういう

意味ではちょっと場所の特定を控えさせていただいたということでございますけれども、愛泉園の

ほうの受けとめ方もやはり市街地内といいますか、それはなかなかやはり厳しいなとそういうとら

え方も持ってございます。ただ、建てられる場所というのはある程度市街化区域というような中で

の一つの土地計画上の限定もございますので、そういう条件の中でやはり市街地に隣接していると

いうことが一つの条件となってきますので、そこの部分の地域の理解というのはやはり今後も町も

協力しながら、どの段階で公表できるかというのは別にしまして、合わせて協議、意見交換しなが

ら進めていきたいなと思ってございます。 

○議長（堀部登志雄君）  10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。何でこうやっていうかというと、やっぱり結果的に

はなかなかノーマライゼーションの思想というのは町民の中に浸透していないのだなという印象を

今のお話で伺うことができるのです。白老には社台にもございますし、いろいろなところに施設が

あるわけです。そして、特に宏友会さん、愛泉園さんは地域にグループホームをつくって、そして、

地域に出て行くということを積極的にやられている。字白老にはたくさん施設があるにもかかわら

ず、なかなかそういう理解が得られないとしたら、これはやっぱり、そういう意味で町もバックア

ップをしなければ、勝手にやりなさいというわけにはいかない。白老町の福祉の水準がどの程度に

あるかというようなことが現実的には。そこが悪いとかというのではなくて、そこがやっぱり私は

ちょっと問題というか、一緒に進めることをしないとなかなか大変かなという印象を受けたもので

すから質問させていただいたのですけど、そういう認識でいいですか。 

○議長（堀部登志雄君）  辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長(辻昌秀君)  今ご質問の趣旨、共通認識、町としてもそういう認識をしてござい

ます。 
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○議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

○３番（西田祐子君）  今までの説明で大体理解はしたのですけども、先ほど説明いただいた中

で、地域から検討課題がいろいろ出されたと、数多く出されたと、それをクリアするためにやっぱ

り時間を要するということだったのですけども、ここの場所でどのような具体的な意見というか、

そういうような問題点が指摘されたのかということを１つお伺いします。 

 もう一つは、今回断念されて再来年に再度ということなのですけども、やはり私は、愛泉園さん

自体がまずは地域の方々にどこの場所と大体決まっていると思うのですけども、候補地が何カ所か

あると思うのです。やはり、その周辺地域、最低１キロ以内は自分たちがこれからそこの地域で一

緒に暮らすのだというようなものであれば、事前に努力していかないと無理なのではないかなと思

うのです。やはり前回、委員会でもちょっとお話しましたけど、そのとき自分でもちょっと言葉足

らずだったなと思いますのは、やはり地域の人たちと一体になるということは町も一所懸命宏友会

さんを指導して理解を深めるための努力も必要ですけども、肝心の宏友会さん自体がやはりトップ

の方々を含めて地域の方々と顔の見えるおつき合いをするということが大前提ではないかと思うの

です。そうしないとなかなか、普段触れ合っていないのに理解しなさいと言われても地域の住民は

非常に難しいのではないかなと思うのです。その辺２つ、ちょっとご答弁お願いします。 

○議長（堀部登志雄君）  辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長(辻昌秀君)  まず、町内会の役員会で出された質問、意見等々ございますけれど

も、まず、場所を選定した経緯、それが１つ質問として出ております。それと後、現在入所されて

いる方の人数あるいは入所されている方の様子といいますか、状況といいますか、そういうものも

ございます。それで、１つ問題点といいますか、課題となっている部分は、過去に行方不明になら

れた方があったかどうか。現実にはあったということでのお答えをしているようですけれども、そ

のときの対応、地域としての協力対応等そういうことの投げかけが１つございます。また、地域の

中でのプライバシーの確保といいますか、そういう部分についてもご質問があったと。そういう投

げかけの部分で理事会でも協議して、地域に理解していただくためにどういう説明をするかという

部分では、ちょっと時間を要するということになって、今回見送りになったということで聞いてご

ざいます。 

 次に、立地条件の部分。周辺の住居地域等の地域の方の理解を得るための努力、そういう部分に

ついては基本的に西田議員ご質問のとおり、やはり宏友会さんとしては、字白老という部分ではい

ろいろ実績があってというとらえ方もあったかと思うのですけども、現実にはやはり施設を立地す

るという特定の地域になりますとなかなか理解まで、短期間の理解という部分までちょっと至らな

かったと、そういう部分では愛泉園さんとしても一つの教訓等でとらえてございますので、そうい

う部分では今後地域の理解を得るための努力というのは当然なされていくのかなと思ってございま

す。 

○議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

○３番（西田祐子君）  大体わかりました。今、聞いていて、プライバシーの確保というのは、

そこの地域の住民のプライバシーということなのですか。どういうふうにプライバシーが侵害され
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るというふうにとらえられたのでしょうか。その辺をちょっと、説明できる段階で結構ですから。 

○議長（堀部登志雄君）  辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長(辻昌秀君)  私が聞いておりますのは、町内会の役員会に参加された方がお仕事

で飛生の愛泉園に出入りする機会があったと。そのときに園生から注視されたといいますか、じっ

と見られたと。そういうようなことも含めて実際、現実に施設ができたら、そういう部分はどうな

るのでしょうかと、そういうようなご質問だったと聞いてございます。 

○議長（堀部登志雄君）  ７番、玉井昭一議員。 

○７番（玉井昭一君）  愛泉園のほうから正副委員長に説明があったので、その説明の内容を発

表したいと思うのですけどよろしいでしょうか。 

 実は時間がなくて、委員会を開くことができなかったのですが、宏友会のほうから建設厚生常任

委員会の正副委員長にせめて少なくとも報告をしたいということで連絡がありましたので、６月 14

日午前 10 時、小田理事長ほか２名が来庁し、私と氏家副委員長が対応いたしました。そんな中で同

法人からの経過説明は、前段、生活福祉部長が話されたとおりでありますが、まちに対して無償貸

与を受ける町有地の適地の提示をはじめ、住民説明会への積極的な働きかけの約束をいただくなど

大変なご支援をいただいたと言っておりました。同法人は５月 17 日に町内会役員会へ事業計画の説

明を行ったが、役員会の対応は非常に厳しいものがあると判断し、５月 31 日に予定していた住民説

明会を断念したということであります。また、同法人は建設計画を短期間で進めてきたことが理解

不足につながり、課題があったと認識しており、事業計画の国に対する申請は、平成 22 年度は見送

るものとしたと。結果として、議会の委員会には陳情審査を急がすようになってしまったことは申

しわけなかったと。また、今後１年間をかけて、少しでも地域の理解が進むよう交流事業等を進め

ながら少し時間をかけていきたいと。それで、平成 23 年度申請まで現在の町有地の適地をはじめ、

他の地域も視野に入れた中で再度の検討をしていきたいと。若干大ざっぱではありますが、こうい

う報告を受けております。以上です。 

○議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君）  委員長に今、報告あったのですけど、１つだけ私、確認しますけど、建

設場所の候補地の適地を町から上げてもらったと言いました。ということは、町がこの場所がいい

といったのかというような解釈をしていいのですか。愛泉園がこの場所をお願いしたいというので

はなくて、白老町が適地を上げたという解釈をしていいですか。冒頭、私の質問したことと十分兼

ね合って、後から問題出てきますから。どういう認識をしましたか。 

○議長（堀部登志雄君）  ７番、玉井昭一議員。 

○７番（玉井昭一君）  委員長としてその確認はしておりません。 

○議長（堀部登志雄君）  辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長(辻昌秀君)  私のほうでちょっと補足申し上げます。先ほど報告の中でも触れま

したけども、一応、宏友会に対しましては町のほうから市街地に隣接した町有地を何カ所か提示し

て検討いただいたと。そういうことでございます。 

○議長（堀部登志雄君）  よろしいですか。 
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 それでは、１番につきましてはこの程度にしまして、次に２番、白老町地球温暖化対策について。

同じく生活福祉部生活環境課のほうから。辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長(辻昌秀君)  それでは、次の説明事項について、ご説明します。地球温暖化対策

につきましては、地球レベルあるいは国家レベルでの取り組みだけではなくて地域におきましても

行政のみならず地域住民あるいは企業などいろいろなレベルでも取り組まなければならない事項で

ございます。白老町といたしましても行政、町民、企業等が一致して地球温暖化対策に取り組まな

ければならないことから、今後の地球温暖化対策の基本方針をまとめ、本年度、条例の制定、推進

計画の策定等に取り組むことにいたしました。本日は今後の進め方につきまして、事前に議会のほ

うにご説明させていただきたいと思います。具体的な内容につきましては、担当の生活環境課小野

寺参事のほうからご説明いたします。 

○議長（堀部登志雄君）  生活環境課小野寺参事。 

○生活環境課参事（小野寺卓司君）  お手元にお配りいたしました資料に基づいて説明させてい

ただきます。白老町地球温暖化対策の進め方につきましては、ご承知のとおり既に北海道あるいは

国においていくつかの法律、条例等が制定されております。また、今国会におきまして地球温暖化

対策基本法の制定の提案をいたしましたが、ご承知のとおり国会が終了してしまいましたので次期

国会に再提案ということになろうかと考えております。 

 それで、基本法の中ではＣＯ２の排出量を 1990 年比 25％削減というふうに具体的な文言を記載し

てございます。そのようなことを受けまして白老町においてもいち早く地球温暖化対策を推進して

いくことによって、住民の健康と安全を守ろうというような趣旨で進めていきたいというふうに考

えております。 

 それで、地球温暖化対策の具体的な進め方につきましては、２番、３番、４番というふうに３段

階で現在考えております。最初に２番になりますが制度の整備ということで白老町地球温暖化条例

を制定したいと考えております。これは平成 22 年度中に制定をする予定で現在動いております。中

身といたしましては行政、町民、企業の役割と取り組みを明確にすることにより、積極的に町内の

ＣＯ２排出量を削減するための対策が講じられるよう条例を制定したいということでございます。

その条例の中に・の白老町地球温暖化対策地域推進計画の策定ということを盛り込みまして、その

計画の中身といたしましては、地球温暖化の原理、排出状況、原因、影響と白老町における具体的

な対策をもとにＣＯ２の削減計画を策定するということでございます。また、白老町地球温暖化対

策条例を推進するための具体的な対策を計画的に実施するために本計画を策定するということでご

ざいます。 

 具体的な手法あるいは対策、取り組みにつきましては日々刻々と変わることがございますので、

計画の下にさらに・といたしまして白老町地球温暖化対策地域推進計画実施要綱というようなもの

を作成したいと考えております。これは白老町地球温暖化対策地域推進計画に基づく対策の具体的

な取り組み、手法を紹介するとともに助成制度や関係機関との連絡先の情報を提供するための実施

要綱。いわば、地域推進計画の参考資料あるいは資料編というような位置づけで作成をしたいとい

うふうに考えてございます。 
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 続きまして３番ですが、白老町の地球温暖化対策に関する事業といたしまして３つほど上げてお

ります。まず１つは、白老町におけるＣＯ２排出量の実態把握です。これは平成 22 年度中に早急に

やらなければいけないということで３つほど提案をしてございます。１つは、白老町におけるＣＯ

２排出量の把握を毎年実施する。２つ目といたしまして、一般家庭及び民間企業におけるエネルギ

ー使用状況調査を５年毎に実施をすると。それから、３番目といたしまして、公共施設省エネ対策

の基礎調査を実施するということでございます。 

 ①につきましては白老町全体のＣＯ２の排出量を把握するということで、これは国のマニュアル

に基づいて排出量を算出するわけですけれども、必要なデータについては専門的かつ広範囲なデー

タを収集しなければいけないということから、町職員ではなかなか難しいということも考慮いたし

まして、初年度におきましては民間委託でさせていただきたい。後年につきましては、初年度の民

間委託で表計算ソフトのようなものがある程度入手できますので、その表計算ソフトと合わせて情

報の入手先も委託の中で提示してもらえますので、その情報をもとに次年度以降については町職員

が対応するというような考えでございます。 

 また、２番目の一般家庭及び民間企業におけるエネルギーの使用状況につきましては、白老町の

特徴を生かした形でのＣＯ２の排出量を把握するために一般家庭及び民間企業におけるエネルギー

の使用状況というのを５年に１度把握することによって白老町の特徴を確認するという作業でござ

います。 

 ３番目の公共施設の省エネ対策基礎調査につきましては、これは町職員で十分できる作業でござ

いますが、平成 22 年度中に白老町で管理をしています公共施設のエネルギーの使用料あるいは設備

の稼働状況等を把握いたしまして、どのような省エネ対策を実施することが効率的なのかというこ

とを調査し、計画を立て、対策を実施していきたいということでございます。 

 続きまして・制度・具体策の周知ということで、条例・地域推進計画、それから、具体的な排出

実態、これを踏まえましてどのような対策を講じるかということが町のほうで策定しましても実際

に対策をしていただくのは、行政はもとより町民あるいは企業の方々にお願いをしなければいけな

いということから、対策に対する具体的な周知ということを実施したいということでございます。 

 ①といたしまして条例・地域推進計画の説明会及び省エネ対策の展示会の実施。これは住民ある

いは企業の方々に条例・地域推進計画の説明をする際に省エネ対策の展示会、これは家庭用と事業

用では対策の仕方がおのずと変わってきますので、それぞれ分けて説明会を実施し、同時に具体的

な展示会のようなものをやりたいということでございます。これにつきましては、省エネ対策の企

業が協力をしていただけるということですので白老町のほうで特段予算を講じるということではご

ざいません。 

 ②番、町民・企業に対する地球温暖化や省エネ対策に関する情報収集と提供。これは町のほうで

実施することでございます。 

 ③地球温暖化に関する環境教室の実施。これは環境基本計画の中でもうたわれています、いわゆ

る環境教室、環境教育に関する部分として積極的に今後進めていきたいということでございます。 

 ・具体策を推進するための誘導策。これらの対策を実施するにあたっては、当然初期費用あるい
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は設備投資の部分がいろいろとございますので、そういうようなところに対してどのような誘導を

していけるのかということを記載してございます。１番といたしまして、公共施設における省エネ

対策を実施すると。これは町の管理する公共施設の修繕、改修あるいは備品の更新等において地球

温暖化対策に基づいた省エネ対策を実施していきたいということでございます。 

 ②番として公共施設の建てかえ、改修時における省エネ対策。①につきましては、具体的には消

耗品関係の省エネ対策というふうに考えていただければと思います。これにつきましては、できれ

ば、まだ実際にはどうなるかわかりませんが、今後、具体的な計画の中でどのように対策を立てて

いくか検討していきたいと考えております。一方、②の公共施設の建てかえ、改修時における省エ

ネ対策というのは、具体的に施設全体のエネルギー使用量から換算してどのような対策をとってい

けば、いわゆる維持管理費、ＣＯ２の排出量が削減できるのかという総合的な対策を考えて実施し

ていきたいということでございます。 

 ③町民及び企業が実施する省エネ対策に対する誘導策を実施。具体的に町民、企業が実施する際

にかかる経費あるいは技術、それから、具体的な取り組みに対してどのような情報提供ができるの

か、あるいは支援策を講じることができるのかということを現在検討中でございます。それで、具

体的になりましたら、またご報告させていただきたいと考えております。 

 ４番、地元企業による新省エネ技術の産学官による研究開発支援。新たな環境ビジネスとして白

老町の中で具体的に省エネ技術を研究開発できるような企業がある、あるいはそういうアイディア

を持っている企業があれば、産学官による支援をしていきたいということでございます。町のほう

で具体的に支援をするというシステムはございませんが、室蘭工業大学のバックアップあるいは経

済産業省あるいは国土交通省などの技術開発支援の補助制度等々を活用して十分に対応できるので

はないかというふうに考えてございます。その点につきましては下に書いてありますように、地球

温暖化対策の実施にあたっては、国、北海道の助成制度を有効に活用するということでこれらの対

策を取り進めていきたいというふうに考えてございます。 

 続きまして制度の概要についてご説明いたします。まず、１番目、白老町地温暖化対策条例（仮

称）でございますが、経緯といたしましては、地球温暖化という人類の生存にかかわる脅威に対し

て、世界が立ち向かおうとしてございます。わが国といたしましては、2020 年に温室効果ガスを 1990

年比 25％削減するとの目標を掲げております。これを契機に環境と調和した持続的に発展すること

ができる循環型社会の実現を目指して、白老町は地球温暖化防止対策に積極的に貢献していくため、

この条例を制定するということでございます。 

 条例の必要性といたしましては、先ほども若干ご説明いたしましたが地球温暖化対策は、具体的

な対策は町もとより町民、事業者が率先して実施していくことが最も重要なことであるため、その

決意、役割及び法令で定めている対象者以外に対する対策等について白老町の条例として制定すべ

きものと考えております。 

 条例の概要でございますが、先ほど説明いたしました地球温暖化対策推進計画等となっておりま

すが、いくつかの計画を制定することを盛り込んでございます。あと、具体的な対策として以下、

事業活動に関する地球温暖化対策。地球温暖化防止行動の促進。環境物品等の購入、自動車使用に
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関する地球温暖化対策。機械器具、建築物に関する地球温暖化対策。再生可能エネルギーの利用に

関する地球温暖化対策。森林の保全及び整備等に関する地球温暖化対策。地球温暖化の防止に関す

る理解の促進。本道を取り巻く環境に適した地球温暖化防止の取り組みというような項目に分けて

個々具体的な条例を制定したいというふうに考えてございます。 

 制定スケジュールについては 11 月条例制定をめどに現在作業を進めているところでございます。 

 策定の体制につきましてですが、条例を制定するにあたって町の内部だけでは情報あるいは意見

交換等々がなかなか進まないということもございますので、副町長を会長とし、住民、企業、学識

経験者で構成する白老町地球温暖化対策協議会を設置いたしまして、そこで議論をしていただくと。

それで、下部組織といたしまして幹事会を組織し、情報収集、意見交換の徹底を図りたいというふ

うに考えてございます。白老町の実情を勘案した地球温暖化対策を推進するということで地球温暖

化対策条例制定に関する協議を行いたいというのが主な目的となってございます。 

 庁内体制といたしましては、あえて地球温暖化対策に対する組織をつくるということはしません

が、生活環境課を中心にすべての部、課が協力して条例制定に関する作業を行うということで各課

地球温暖化対策担当を任命し、町一丸となって地球温暖化対策の推進を進めていきたいというふう

に考えてございます。 

 続きまして、白老町地球温暖化対策地域推進計画（仮称）の概要について説明させていただきま

す。地球温暖化対策条例に基づきまして、白老町における地球温暖化防止のための対策を策定する

ということでございます。 

 計画の中身といたしましては６点ほどございまして、地球温暖化問題の概要、白老町の地域特性、

温室効果ガスの排出状況、温室効果ガスの削減目標、目標達成の対策、それと、目標達成に至るま

での推進体制と進行管理ということになってございます。 

 これも条例の制定に合わせまして、ほぼ 11 月に計画を策定したいというふうに考えてございまし

て、現在、作業を進めているところでございます。 

 次のページ行きまして３ページになりますが、策定体制といたしましては、条例の制定と同じよ

うに白老町地球温暖化対策協議会の中で協議をさせていただくということで考えてございます。な

お、こちらのほうの情報収集に関しましても地球温暖化対策条例を同じように庁内の体制を整えさ

せていただいております。 

 続きまして３番ですが、地球温暖化対策実施要綱。これは先ほども説明したように、地球温暖化

地域推進計画をもとに具体的な取り組みや対策等を解説するということで、基本的な考え方、行政・

町民・企業の役割、行政・町民・企業の取り組み、具体的な対策手法、さらに参考資料として優遇

制度一覧あるいは関係機関一覧というようなものをつけることで要綱をつくりたいというふうに考

えております。 

 それで、こちらのほうは条例地域計画が策定されたのち、作業を進めさせていただき、２月頃に

実施要綱の作成が完了するというふうに考えてございます。なお、これらの情報収集にあたっては

白老庁内の各関係課と協力をして作成をするということで考えてございます。 

 続きまして、制度実施のための具体策についてでございますが、冒頭ご説明いたしましたように、
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条例、推進計画、実施要綱については説明会を開催したいというふうに考えております。概要とい

たしましては、制定あるいは策定した条例、推進計画、実施要綱等に基づいて町民、事業者に対し

て地球温暖化に関する事項や具体的な取り組みを積極的に実施するよう意識の高揚を図るというこ

とを目的に説明会をやっていきたいというふうに考えております。 

 説明会の概要につきましては、住民向けの説明会、おおむね白老町を７地域程度に分けて説明会

を実施したいなというふうに考えてございます。それから、事業者向けの説明会につきましては、

白老商工会と連携して事業者向けの説明会を開催していきたいと。いずれの説明会におきましても

対策例の展示会を併設することを検討しているということでございます。なお、町職員向けの説明

会につきましては、既に白老町役場地球温暖化対策実行計画がございまして、そちらのほうの説明

会等を毎年実施しておりますので、それを説明会に変えたいというふうに考えてございます。 

 説明会のスケジュールにつきましては、実施要綱作成後３月以降ということで考えてございます。 

 説明の体制としては、白老町役場の職員が説明員をするということでございます。 

 続いて、最後になりますが経済効果につきまして説明させていただきます。条例、推進計画、実

施要綱に基づきまして、具体的な取り組みを促進させるために公共施設の省エネ対策を積極的に進

めるとともに、町民や事業者が実施する対策を支援するということで支援の内容といたしましては、

まず、公共施設・設備、こちらのほうの省エネ対策。いわゆるＣＯ２の排出量削減効果の大きいと

ころの対策を順次実施していき、25％削減に向けて実施していきたいと。ただ、町予算だけでは到

底無理な部分がございますので、国や道の補助制度を積極的に活用して省エネ対策を実施していき

たいということでございます。なお、現在、国や道の補助制度に申請するに当たっていくつかの条

件がございまして、地方自治体については特に地球温暖化対策を積極的に推進しているかどうかと

いうところが申請を認めていただける必須条件ということがございますので、白老町の地球温暖化

対策の象徴的な部分として条例、地域推進計画をいち早く策定することによって国や道の補助制度

を積極的に活用できるのではないかというようなことも含んで早期制定を考えてございます。 

 町民向けの支援といたしましては、町民が家庭でできる具体的な省エネ方法に関する情報、特に

ＣＯ２の排出量がこのぐらいですということだけではなくて、やはり維持管理の面でいいますコス

トパフォーマンスみたいなものも情報として積極的に提供することによって省エネ対策を進めてい

ただきたいと。また、対策費に対する助成制度というのを町独自で検討できないかということで、

その検討についても現在進めているところでございます。 

 事業者向けの支援といたしましては、町民向けの支援とほぼ同じことになるのですが、その内容

については家庭向けと事業者向けでは大きく変わりますし、設備投資額についても大分違いますの

でそういうところも踏まえた形で情報提供をしていきたいというふうに考えています。また、対策

に対する助成制度や優遇制度を検討するということでございますが、町独自で検討をしてございま

すが、特に国、道からの補助制度というのは随分事業者向けには整備されているところがございま

すので、そういうところを積極的に使えるように町としても支援をしていきたいというふうに考え

てございます。なお、町内の事業者が町内で実施する地球温暖化対策にかかわる経費を創出するた

めに私募債の発行や新たな融資制度の創出というのを現在地元金融機関にアイディアをお願いして
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いるところでございますが、ニーズの確認というのがまだされていませんので、実際にニーズがあ

ればそういうことも視野に入れて検討していきたいというふうに考えてございます。 

 これらの事業につきましては、具体的な省エネ対策の試算でありますとか、特に公共施設につき

ましては財政税務課との協議がありますし、事業者についても次年度予算との兼ね合いだとかそう

いうような協議があろうかと思いますので今年度中にということではなく、平成 23 年度までをめど

にいろいろな形で支援をしていきたいというふうに考えてございます。簡単ですが、以上でござい

ます。 

○議長（堀部登志雄君）  それでは、地球温暖化対策についての説明が終わりました。これにつ

いて何か。５番、山本浩平議員。 

○５番（山本浩平君）  ５番、山本でございます。地球温暖化につきましては世界的にいろいろ

問題になり、島がなくなったり、北極の氷が溶けてあらゆる人類にとって影響を及ぼす。これは確

かに大きな問題であるとは思います。しかしながら、今、白老町にとって何が１番大切なのか。今、

やらなければならないのは何か。これを考えたときに、あえてこういったことを条例化して、なぜ、

やらなければならないのかというところにちょっと私は疑問に思います。白老町は今、人口減少し

ておりまして、少子高齢化もありますし、あらゆる企業がどんどん撤退しているさなか、また、既

存の企業もあす、どうなるかわからない状況の中で企業活動を続けているという状況の中で、これ

をあえて、今すぐ条例化までして、白老町が率先して、まず１番目に、１番目か２番目かわかりま

せんけども、どうしてもやらなければならない、こういう理由があるのかどうなのかということが

まず１点。 

 それと、条例化をすでに行っている町村、市も含めてですけども、道内にあるのかどうなのかと

いうことをまずお尋ねしてみたいというふうに思います。 

○議長（堀部登志雄君）  辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長(辻昌秀君)  まず、なぜ、率先してといいますか、町のいろいろな課題の中でこ

れを優先してという部分はどうしてかと、そういうご質問ですけれども。これは国のほうでも今、

温暖化対策の基本は国会審議中で、次の国会に持ち越されましたけども、もうすでに基本的な対策

の部分については国も法律ができまして、これはやはり国だけではなくて当然すべての自治体も含

めて取り組むとそういうことでございます。そういう部分では町としても公共施設の管理という部

分ではもうすでに取り組んで計画もつくっていると。それで、公共施設を維持していく上でもやは

り１つの方針を定めて維持をしていかないといろいろな施設の改修、補修の部分でも日々の事業の

中でやはりいろいろな工夫をしていかなければならないと。またそれが結果的にはエネルギー使用

量のコスト削減にもなってくると。そういうことから行政が１つの事業者という立場でもやはり取

り組まなければならないと。また、町民の方あるいは事業者の方々にもそういういろいろな工夫を

していただく、またそれが結果的に投資という部分もありますけれどもプラスの要因もございます。

そういうことも含めてやはり国が掲げる１つの目標の中に地域としても一致して取り組んでいく必

要があるのではないかなと思います。そういう部分では、条例の制定という部分では当然町民の方

あるいは企業の方に取り組んでいただくと、そういうような立場の中で単に計画だけではなくて条
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例という１つの統一的なそういうような制度の中でやはり進めていきたいという考え方でございま

す。 

 それとあと、道内の条例制定という部分については小野寺参事のほうからお答えします。 

○議長（堀部登志雄君）  小野寺生活環境課参事。 

○生活環境課参事（小野寺卓司君）  条例制定の地方自治体の状況でございますが、当初の６％、

京都議定書を受けた形での地球温暖化対策に関する条例の制定については、180 市町村中もうすで

に 60 以上の市町村が制定をしてございます。白老町については、その点については制定してござい

ません。25％削減ということで昨年の９月以降道内で制定した自治体はございません。検討してい

る自治体はいくつかあると聞いておりますが、白老町としてはできれば一番最初にやることによっ

て、国、道からの積極的な補助をいただきながら対策を取り進めて行きたいなというふうに考えて

ございます。以上です。 

○議長（堀部登志雄君）  ５番、山本浩平議員。 

○５番（山本浩平君）  どうして一番を目指さなければならないのかということが私はちょっと

まず疑問に思います。 

 それと、鳩山内閣におきまして、この 25％削減を打ち出したと。このとき、経団連も含め、あと

は労働組合からも異論が出てきたわけです。労働組合から異論が出てきたのはどういうことかと。

これは国際競争力の低下です。大企業がそうした状況の中で生産性も上がらず、もしも、利益が上

がらなければ、当然労働条件あるいは賃金も上がらないと。こういう懸念もあるから労働組合から

も異論が出たわけでございます。そうした中で国のほうも無条件でやろうと思ったけども、最終的

には経済大国あるいは新興国あるいは温室効果ガスの大きい排出国、中国ですとかインドですとか

アメリカ、そういうところの足並み、そういった状況を見比べた上で進んでいきましょうというこ

とに変わってきました、国も。国もというか、民主党もそういうような政策で変えてきたわけです。

そういう状況の中で日本は世界の温室効果ガス排出国のたった４％にすぎない。こういう状況の中

で国際競争力の低下、国益を損なう、こういったことの懸念がある中でまだ国会の審議も、法律が

制定されていないわけですから、それを状況を見ながら当然白老町も考えていくべきであり、まし

て、この白老というのはいろいろな産業があるわけです。これを考えたときに本当に率先してやっ

ていいのかということです。牛や馬もいます、相当数いる。これのげっぷの問題もかなりの温室効

果ガスだというような話もある。それではそういったものを削減するのかと、こういったことにも

つながっていく。この辺を総体的にやはり考えた上で進むべきであって、これはやはり拙速な条例

ということに関してはいかがなものかとこのように私は考えてございます。コメントあればいただ

きたい。 

○議長（堀部登志雄君）  辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長(辻昌秀君)  先ほど小野寺参事からも答弁にありましたように、目標の部分、以

前の６％台の目標。それで今回は 25％と。目標の水準については差がありますけれども、もうすで

に多くの自治体が１つの条例制定をして、やはり地域全体で取り組んでいると。そういう部分にお

いては、やはり白老町はちょっとその部分では今までこういう計画という段階でとどまっていたの
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かと、そういうことでございます。そういう部分については、やはり地域全体で取り組んでいくと

いう部分ではこの条例の中で取り組む方向、末はきちんとこの条例の中で位置づけして、また議会

の皆さんにも議論していただき、また、町民の方にも意見を聞きながら一定の期間を設けますけれ

ども、その中で今後作業を進めて行きたいなと思ってございます。 

 実際の先ほどの目標の 25％という部分については確かに国会審議の関係で次の国会に延びてご

ざいますけれども、先ほど 25％という部分をどこで定めるかという詳しい説明がちょっとなかった

かと思いますけれども。この目標についてはやはり、先ほど議員のほうからもお話ありましたよう

にいろいろな議論があります。そういう部分では今後も見直しということも考えられるかと思いま

すので、この推進計画の中である程度位置づけして、条例としてはやはり取り組む姿勢、方向、そ

ういう制度的な枠組み、そういうものに一つちょっと基本的な部分で整理をしたいなと。具体的な

目標数値については推進計画の中で、また状況変化があれば、計画の見直しで対応していきたいと

そういうような考え方でございます。やはり社会全体の中で取り組むべき事項とされてございます

ので、この対策の枠組みで条例、計画、要綱という３点セットの中で今回ご説明していますけども、

この辺の組み立てについてもまず町のほうで案を立てたということでございますので、また議会の

皆さんからもご意見があれば承りながら今後の計画の策定の進め方について見直しが必要であれば

ある程度必要なものは見直していくと、そういう考え方の中で計画を進めていきたいと。白老町に

ついては 1990 年時点でのＣＯ２の発生量についても地域全体での把握もまだ十分なされていないと。

そういう部分ではやはり最初の年は民間に委託しての調査になりますけども、まず、ここの部分も

含めてやはりこういう進め方の中できちんと押さえながら今後も検討していきたいなと考えてござ

います。 

○議長（堀部登志雄君）  ５番、山本浩平議員。 

○５番（山本浩平君）  私どもの会派は前回の定例会のときに共産党さんから提出された無条件

での 25％削減という意見書に対して反対を表明いたしました。理由としては先ほど１回目に述べた

ような理由でございますけれども。やはり白老町にとって今、何が一番やらなければならないのか

ということを考えてやるべきではないのかなというふうに私は思っております。 

 ３回目なのでこれで最後にしますけども、初年度、民間委託にかかわっている排出量の把握です

とか、この辺の予算です。国や道の補助金 100％であればわかるのですけれども、例えばこういっ

たことで今年度白老町の一般財源から持ち出しをしながらまでやらなければならないものがもしあ

るとすれば、どのぐらいで見ているのかということを計画の段階で結構でございますけどもお尋ね

をしたいと思います。 

 それと、この民間委託というのはどういったところに考えられているのか。道の外郭団体にお願

いするのか。どういった業者がやるのか。この辺も含めてお尋ねして終わりたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君）  小野寺生活環境課参事。 

○生活環境課参事（小野寺卓司君）  予算の関係でございますが、補正予算を６月の定例会に提

出させていただきたいということで現在考えております。それで、詳しい話については財政税務課

長のほうからということになろうかと思いますが、私のほうからは事業にかかる経費の内訳等々に
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ついて説明させていただきますけれども、トータルとして約 400 万円程度と、400 万円超ぐらいと

いうふうに考えてございます。協議会等々の運営経費と、それから、情報収集に関する部分が我々

の事業費。それから、委託費として約 350 万円、排出量の実態調査に関する部分、それから、一般

家庭、民間企業におけるエネルギー使用量の調査の部分、トータルして 350 万円ぐらいというふう

に考えてございます。今、道の外郭団体という話をしておりましたが、通常の民間コンサルでやれ

ば、おそらく 1,000 万円ぐらいかかるであろうと思われる事業なのですけれども、北海道の外郭団

体とは言わないですけど、道の環境財団というところがございます。そこは全国の地球温暖化対策

活動推進センターの事務局もやっておることから、そこに照会をかけたところ、割と定額な予算で

同様の効果が得られるということを聞きましたので、そこを視野に入れて予算を構築したというと

ころでございます。以上です。 

 補助の財源につきましては、現在いくつかの補助を申請している最中ですが、まだ回答がきてお

りませんので、どのくらい補助できるかというのはちょっと今の段階ではお答えできません。 

○議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

○３番（西田祐子君）  今回の地球温暖化対策の進め方ということで条例を制定したいというふ

うになっているのですけども、一番最初に制度の整備の趣旨として、積極的に町内ＣＯ２排出量を

削減するための対策が講じられるよう条例を制定するとなっておりますけども、今、白老町ではバ

イオマスセンターが稼動しておりますけれども、これも企業のＣＯ２排出量を大幅に削減すると。

それが非常に大きな目標だったのではないかなと思うのです。そのほかいろいろ、このバイオマス

センターがつくられることによって白老町全体のＣＯ２排出量が削減されると。白老町がこの排出

量を削減するというのは最大の目標であり、取り組んできた事業ではないかなと思うのです。そう

いう中でことしの３月にバイオマスセンターのほうも大幅に改修工事しまして、新たな形で今、稼

動されて、今、試験操業されているのか、本格操業になっているのかわかりませんけども、地域の

住民からずいぶんいろいろ心配の声もありましたけども、これに私は非常に白老町として力を入れ

てきたと。ところが担当参事だった小野寺参事が外れて、今、条例づくりを一所懸命やっていると。

何か私としては、バイオマスセンターの担当だった参事が条例をつくっているというのが何かちょ

っといまいち理解できないというか。もし、できるのであれば、私としてはやはり小野寺参事には

きちんと、バイオマスセンターのほうプロですからきちんとやっていてもらいたかったなと。その

責任をとってもらいたかったなと思うのですけども、どうして条例をつくる担当に変わってしまっ

たのかなと。その辺がちょっと私、理解できないものですから。 

○議長（堀部登志雄君）  辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長(辻昌秀君)  道のほうから派遣していただいているのですけれども、当然その業

務というのを明らかにしながら道のほうに派遣を要請して、派遣していただいております。その業

務の中にはこの地球温暖化対策に関する部分、これも道のほうにお願いをしている事項の１つでご

ざいます。そういう部分では決して当初予定していなかった業務をやっていただくということでは

ございません。 

 それと、バイオマス燃料化施設分担について。これは行政内部の話ですけども触れられましたの
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で若干ご説明いたしますと、バイオマス燃料化施設、計画段階については道のほうから派遣されて

きた職員がここの部分を担当してきたということでございますけれども、昨年４月、稼動してから

バイオマス燃料化施設のセンター長は一応生活環境課長が行うということで第一義的にはセンター

長の課長が責任者ということで取り組んでございます。その中の一部の業務について、一部担当参

事のほうにもかかわってきた部分はございますけども、現在、軌道にも乗ってきているというよう

なことも含めて今センター長にこの業務を一元化して分担しているということで、行政の役割分担

の中ではきちんと明確に進めてございます。 

○議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

○３番（西田祐子君）  私の一番聞きたかったところは、バイオマスセンターをやってきて、や

はりここが成功しないと、この条例を例えつくったとしても絵にかいたもちにならないかなという

思いが強いものですから。ですから当然、今まで道のほうからいらっしゃった小野寺参事にやはり

きちんとかかわりを持っていただいた中で、そして、この制度をつくっていくというのなら理解で

きるのですけれども。こちらの制定のほうをつくることのほうが大事であって、バイオマスセンタ

ーのほうは今の白老町のセンター長だけで十分だというふうに言い方としては聞こえるのです。十

分稼動したから大丈夫ですというような言い方をされるのですけども、私としては、先ほどちらっ

と言いましたけど、まだ地域住民から心配の声も上がっていると。ちゃんとやっていけるのかとい

う思いもありますから。やはりそこのことのほうが大事なのではないかと。ちゃんと軌道に乗って

から改めて制定というふうにこうやって道順行くのならいいのだけど、あちらもこちらも手をかけ

てしまって私はいいのかなという思いで。山本議員とはちょっと趣旨が違いますけれども、これを

制定するということに関してちょっと疑問を感じるなと。あちらもこちらもやらないでバイオマス

センターやっていたのなら一所懸命そちらをやって、そちらが一段落してからこちらのほうにも手

をかけていくべきではないですかという思いで私は聞いております。 

○議長（堀部登志雄君）  辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長(辻昌秀君)  バイオマス燃料化施設、昨年度は十分本格稼動といいますか、目標

とするところまでいかなかったという部分については私どもも十分反省してございますけども、そ

の反省を踏まえながら一度対策工事を加え、そして現在、約８割近い生産量の水準に達してきたと

いうことでございます。そういう部分では当初想定していた形に段々移っていくのかなと。そうい

うことから、これはこれで１つ、バイオマス燃料化施設についても力を入れながら、当然そういう

安定稼動に向けて私ども努力していきたいと思います。ただ、この地球温暖化対策につきましても、

これは国のほうでも、民主党のほうで１つの政権公約という中でやはり１つのことでございますけ

ど、国の法律というレベルで今回は国会で審議されているということで、やはり国全体の中で取り

組むべき目標ということでございますので、私どもも目標の 25％についてはいろいろなご意見があ

るというのは承知しておりますけれども、やはり地域としても条例なり推進計画、これをつくった

形の中で当然進めていかなければならないと。これは関連するという部分はございますけれども、

やはり地球温暖化対策については重要な事項だということで今回６月の補正予算に調査費等を計上

させていただきますけども、やはりこれは重要な仕事として今年度進めていきたいと考えておりま
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す。 

○議長（堀部登志雄君）  目時副町長。 

○副町長（目時廣行君）  小野寺参事には当然バイオマスの関係も十分一所懸命やっていただい

ておりますし、また、この条例の関係につきましてもいろいろ道との関係を持ちながら先行してや

っていただいているというようなことで十分頑張っていただいておりますので、バイオマスのほう

も十分いろいろノウハウ、情報等がありますのでそちらのほうで十分プラスのほうで進んでおりま

すし、燃料化施設のほうも軌道に乗りつつあるということで、これについてはもうちょっと見なけ

ればならないですけども順調に進んでおりますので、この辺はご理解いただきたいというふうに思

います。 

 それから、地球温暖化防止の関係でございますけれども、25％削減というのは非常にハードルが

高い部分ではありますし、これが当初 25％削減というときには産業界もいろいろ反発があったよう

に聞いております。また、国際的には 2050 年までＣＯ２を半減させるという、これは国際的な合意

ということでありますし、そういうことを進めていくと日本の場合は 80％ぐらい削減しなければな

らないという、そういった数値も出ております。それぞれの地方自治体がある程度率先して進めて

行かないと、このハードルは高いですけれども、国民こぞって、これにある程度進めていかないと

国際公約が守っていけないというか、そういった事態にもなっております。これは人類の責任とい

うか、そんなことで考えていけば、中には本の中に 25％削減すると給料が半分になるような、そん

な本も出ていますし、いろいろな本が出ていますが、やはり日本人として率先して進めていく必要

があるのかなと。それで、25％削減するためには産業界もいろいろ革命を起こさないとできない部

分というのはあります。このハードルを高いところに持っていくことによって、環境産業が変わっ

ていって発展するという可能性もありますので、そういったことでなかなか町民の皆さんには理解

は難しいかもしれませんが、これを行政が率先して町民の皆さんに理解をしていただきながらやっ

ていくことが、今、日本に課せられた課題ではないかなというふうに考えておりますので、この辺

ご理解をいただきたいというふうに思います。 

○議長（堀部登志雄君）  10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君）  大渕です。全員協議会ですので、どの程度の議論をすればいいのかと

いうことがあります。当然、質疑ですから提案されたことに対して疑問のところを聞くということ

になると思います。そこは守りたいと思いますけれども、現実的には今、副町長がおっしゃったと

おりだと私は思っています。世界の修正はまさにもう 25％ではございません。今はもう 80％の段階。

2050 年には 80％の削減をしなければ、地球は維持できないだろうという状況の議論です、主流は。

ですから、そういう中で白老町が私は、ある意味バイオマスの施設、こういうものをやり、そして、

温暖化対策にいち早く取り組んだということは、僕は全道的、全国的に高く評価されるべきだろう

し、少なくても私の質問の中でも答えていただきましたけれども、その時点では白老町トータルの

ＣＯ２の量、削減量含めて発生量もきちんと押さえられていないというような状況でした。それが

今の中できちんとなると。私は白老町にある企業が白老町の中で使うわけですから当然化石燃料が

減るわけです。特に石炭です。石炭というのはＣＯ２を一番多く出します。石油や天然ガスより出
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すわけですから。これはもう間違いなく全日本的に、全世界的に貢献しているということは明らか

だと私は思っています。そういうことで、前段はもうやめますけれども、後ほど議論したいと思い

ますけれども、町民が具体的に参加できる条例、自治基本条例も白老町の最高議案としてつくりま

したけれども、なかなか全町民に浸透しない状況であります。そういう中でこの問題というのは、

どれだけ多くの町民が理解するかということなのです。それがなければ、役場がいくら旗振っても

行かないと思うのです、私は。ですから、ここのところを例えば今、町外に出ていた廃棄物が燃料

化され、企業で燃やされるということがまたプラスとしてあります。そういうことを含めて白老町

の果たしている役割、トータルで果たしている役割なんかをもっともっと町民に理解していただけ

るような形をつくらなければいけないというふうに思うのです。それで条例の中に、例えば７カ所

で説明するとありますけれども、これは一般的にやってはなかなか多分来ていただけないと。議会

でもそういう経験をしておりますので。やっぱり違った形で町民に理解していただける形、白老町

はＣＯ２ではこれぐらいの、トータルで見るとこんな貢献をしていますというようなこと。こうい

うことが町民に映るような形の条例、それから、条例の制定過程でそういうことをうんと工夫して

やると。そのことが町民全体がＣＯ２削減するという気持ちに変わるようなものにしていただけな

いか。各家庭で例えばＬＥＤの電球を高いけど買ってつけてみようと。それを好きな人は報告をし

て、これぐらいの量が白老町でＬＥＤの電球に変わりましたというようなことだとか。車の夜間出

る一時停止の、あれは太陽光でやっていますというようなことが意外と知っている人少ないのです。

ですから、そういうことから始まり、大きくは日本製紙の今の状況をまちの人に知らせるというこ

とは非常に大切だし、そのことが白老町が他町に先駆けてどれぐらい大きくリードしているかとい

うこともわかるような条例にしてほしいと思うのですけどいかがですか。 

○議長（堀部登志雄君）  辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長(辻昌秀君)  今回の条例づくりでの町民の参加という部分のご質問かと思います

けれども、現在、想定している部分についてはパブリックコメントだとか、あるいは説明会等々と

いうことでございます。11 月を目標にという部分でご説明したのは、やはり来年度きちんとした予

算との関係を持ちながら対策を進めていきたいと。そのためには議会の皆様にもやはり当然理解し

ていただくという部分では予算に反映するまでにはやはり条例をつくっていきたいと、そういうよ

うなことから１つの 11 月という目標を掲げております。この条例をつくる中ではちょっと期間的な

部分でいくと、あともう半年足らずとそういう状況の中でどこまでできるかわかりませんけれども、

町民の方に十分理解していただけるような１つの流れも再度検討してまいりたいなと思います。 

○議長（堀部登志雄君）  10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君）  もう１つ、この条例の中で考えていただきたいのは、町民一般ではな

くて児童の部分、子供たちの部分。これはこれからの環境教育では極めて大事です。ですから、ど

ういう形になるのかわかりませんけれども、バイオマスセンターの太陽光発電やＬＥＤの見学会等

含めて子供たちがこれからの地球をどうやって守るのかというあたりを本当に私は条例の中に町民

一般とするか、子供たちの部分、児童生徒の部分を入れるか、それはそちらの考えですけど、そん

なことはより強化する形で考えられませんか。 
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○議長（堀部登志雄君）  小野寺生活環境課参事。 

○生活環境課参事（小野寺卓司君）  お手元の資料にもございますように、１―３の地球温暖化

対策に関する事業の中の制度具体策の周知の部分で地球温暖化に関する環境教室の実施というもの

を１つ大きく打ち出しております。これは児童に限らずということなのですけれども、やはり町民

の皆さん方の意識、地球温暖化に対する意識をまずきちんと持っていただかないと対策が進まない

ということの私どもとしての大きく書いているというふうに理解をしていただければと思います。

なお、詳細につきましては、できるだけ予算を取らないで効果的にできる方法というのを今現在検

討中でございます。これも国、道からの補助金、また、ＮＰＯとか大手企業が独自に地球温暖化対

策ということで無償で講師の派遣をしたりとか、環境教室をやっていただいたりとかということが

全国的には多々あります。そういうものをうまく白老町に引っ張ってきて子供たちあるいは一般の

方々に理解をしていただけるような、そういう場をたくさんつくっていきたいというふうに考えて

ございます。以上です。 

○議長（堀部登志雄君）  10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君）  大渕です。今までの条例制定と若干違うなと思って私が見ているのは、

具体的な数値が出すことが可能な条例になります。条例の中身ではないです。制定する際に。その

ことは、僕は町民の意識としては全然違った条例になると思うのです。今までの条例というのは文

書でつくって、どうですかと聞くものだからわからないのです。そうではなくて、白老町は今こう

いう状況にあって、こういう取り組みをやって、こういう効果があって、全体的にはＣＯ２がこれ

ぐらいあって、これが今の対策の中でもうこれぐらい減っているというような具体的なものが出る

ことによって、町民の意識というのは全然違うと思うのです。そういうことを条例制定のときに文

書だけではなくて、今までの中身も含めて具体的に出すようなそういうことでのパブリックコメン

トを含めた町民への投げかけになるかどうか。 

○議長（堀部登志雄君）  小野寺生活環境課参事。 

○生活環境課参事（小野寺卓司君）  パブリックコメントの際には、今、考えておりますのは条

例と地域推進計画と一緒にパブリックコメントをというふうに考えております。ですから、条例の

内容で具体的なことをなかなか条文化するのは難しいですけれども、地域推進計画の中ではいかよ

うにでも書き方は変えることが可能だと思います。町民の皆さん方の気持ちですとか、それから、

どういうところまでという積極性とか、そういうものはパブリックコメントの中で十分参酌できる

と思いますので、その辺をうまく反映して推進計画をつくっていければと思います。 

 また、事業者の方々からの苦言等々も当然あると思いますので、そういうところも見せながら、

具体的にどの業界でどの程度削減できるのかとか、あるいは、そのときまでに恐らく地球温暖化防

止法、基本法は制定されていると私どもは思っていますが、そうなれば当然、業界団体でもどうい

うふうにやるのかということはトップダウンで下りてくると思います。そういうことも全部考えな

がら考慮して、白老町の方々に特段の負荷をお願いするのではなく、この対策をやることによって、

やはり地域が非常に活性化して潤ってというようなところも視野に入れて、どういう対策になるか

ということを検討していきたいというふうに考えておりますのでぜひともご理解をお願いしたいと
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思います。以上です。 

○議長（堀部登志雄君）  15 番、吉田和子議員。 

○１５番(吉田和子君)  ２点ほどちょっと伺いたいと思います。第１点目。先ほど説明の中であ

ったと思うのですが、まだ国のほうで地球温暖化対策基本法が通っていないということで、一たん

は廃案になりまして、また再度出されてくるだろうということなのですが、いろいろな議論の中で

自国だけでは無理だろうとそういったことで発展途上国のことも含めながらの方法をとっていくべ

きだというお話があったのですが、先ほど部長のほうから今後、計画が 11 月に策定されていくよう

になります。そういった中では今後、国の基本法の考え方で数値的なものがもしかすると変わって

くる可能性もあるわけです。そういった部分は、即そのものは入れていけるというふうに考えてよ

ろしいのですか。それをもう１回確認したいと思います。 

 それともう１点。これは本当に事業者、町民、町が一体となって積極的にやっていかなければな

らないということで、先ほど大渕議員がおっしゃいましたように、推進計画、これは本当に実効性

のあるものにしていかなければいけないというふうに思うのですが、実行していく中でＣＯ２の排

出量の把握は毎年実施をすると。ただし、一般家庭、民間におけるエネルギー使用状況は５年ごと

に実施をするというふうにこの計画の中で一応なっているのですが、私これ、ちょっと気になった

のは、2020 年度までに 25％削減です、1990 年比で。ですけど、10 年しかないわけです。５年に一

度で、私、いいのかなと。これですぐ次の手が打っていけるのか。この推進計画を実効ある計画に

していくためには、本当にこれで間に合うのかなというようなそんな思いになったのですがその点

どうでしょうか。 

○議長（堀部登志雄君）  辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長(辻昌秀君）  私のほうから先に１点目の質問にお答えします。国の法律の 25％

削減の目標、実はこの 25％は国全体での目標なのですけども、どういうような内訳で 25％削減され

るかというのはまだちょっと明らかにされていないと。当然それぞれのエネルギー減としての排出

量で削減する部分、そのほか森林吸収分とか、あるいは排出量取引、こういうようなものも当然含

んでの 25％かなというふうにはとらえてございますけども、この辺につきましては国のほうでその

内訳等を当然今後近いうちに出てくると思いますので、そういうことも含めて町のほうの推進計画

の中でそういう新たな情報を随時入れていくとそういうような考え方をしてございます。 

○議長（堀部登志雄君）  小野寺生活環境課参事。 

○生活環境課参事（小野寺卓司君）  使用実態の調査の件につきましてですけれども、国で策定

しておりますマニュアルで大体詳細に各業界ごと、業種ごとのＣＯ２の排出量というのを算出する

ようになっています。ですので、白老町におけるＣＯ２の排出量というのはそれで十分事足りると

いうか、それで把握できると思います。しかし、白老町の産業の特色とか、人口の年齢比率ですと

か、そういうようなものというのは当然そのマニュアルの中では反映されていないわけです。それ

で、白老町の行政としてはそういうところをきちんと加味しないと、どこでどのぐらい削減できる

のかというのがわからないと。ただし、特に年齢比につきましては毎年やらなくても５年に一度、

あるいは３年に一度程度のことで白老町の大まかな業態といいますか、特色というのは把握できる
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ということを考えまして予算の効率化を図るという観点も含めて、マニュアルに基づくＣＯ２の排

出量削減も当初の年度１回きりの委託で、あとは自前でやれるように、その体制を整えると。 

 それと、同時にアンケート調査につきましても今年度一緒にやるわけですけれども、そのやり方

についても随時町で対応できるようなそういう報告書にさせていただいて、できるようにはしたい

と思っています。ただ、先ほどもいいましたように、余り短期間でやってもそれほどの多分違いが

ないだろうということを踏まえまして一応５年に一度というふうにさせていただいています。この

件につきましては当初予算かかりますが、次回以降のアンケート調査につきましてはほとんど予算

を講じない、多分郵送費程度でおさまるだろうということもありますので、状況を勘案して３年に

一度、あるいは４年に一度というような対応は十分取れるというふうに考えております。以上です。 

○議長（堀部登志雄君）  15 番、吉田和子議員。 

○１５番(吉田和子君)  わかりました。やっぱり状況の変化、企業がまたこちらのほうに誘致さ

れてきただとか、それから、企業が閉鎖されたとかという状況の中ではまた大きく数値的なものが

変わるようなときには調査をすべきかなと。５年に一度というのはちょっと抵抗があったので、そ

の点をお話しました。 

 それともう１点は、推進計画も一番最初につくりたいのだという思いも大変理解できます。最初

につくるということはやっぱり積極的だということは道、国に認められるということだというふう

に私は考えております。それで、どうせやらなければならないのであれば、私は早いほうがいいと

いうふうに思っていますので、それは大賛成なのですが。先ほどから出ていますように、これをい

かに実行していくかということが一番大事だと思います。それで、町民会議というのを中心に町内

の説明をしていくということを先ほど申しておりましたけれども、私はその町内の核になるものを

つくっていったらどうなのかなとちょっと思っています。町民会議というのは人数限られています。

そういった会議だとかそういったところで情報を得た人が町民の隅々までその話が行き渡るような

仕組みづくりが私は必要なのかなというふうに思います。そういった面ではこれから計画を策定す

るということですので、そういった核になる人たちが各町内ごとだとか、それは町内会長さんがな

っても、誰でもいいといったら失礼ですけど、勉強していただいて、そういう情報をしっかり伝達

していける、そういう核になるものを今後推進していくために、実効性あるものにするためにして

くべきではないかなというふうに考えるのですが、その点ちょっと、もし、お考えがあれば伺いた

いと思います。 

○議長（堀部登志雄君）  小野寺生活環境課参事。 

○生活環境課参事（小野寺卓司君）  ご指摘の点、十分に踏まえまして、今後、体制づくりをし

ていきたいというふうに考えております。今、出ました環境町民会議ですが、今のメンバーで町民

会議そのものが完成されているというふうには私どもも考えてございません。さらにいろいろな

方々が町民会議に参加していただければ、町民会議そのものがもっと大きな力を持って白老町全体

の動きを、住民の動きを推進していっていただけるような、そういう組織になるためにも今回の地

球温暖化対策というのはいいチャンスなのかなというふうにも思っております。 

 また、町内会単位で今、例えばごみ拾いだとかそういうものをいろいろやっていただいています
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ので、そういう組織もうまく活用しながら、新たな組織をつくるということになりますとまたいろ

いろと問題もありますでしょうし、ふくそうすることもあると思いますので既存の組織をうまく活

用しながら浸透させていきたいというふうに考えております。よろしくお願いします。 

○議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君）  きょう、全員協議会なのです。それで、資料見たら条例をつくりますと。

１つの体系的な流れで説明を受けたということは非常にいいのかなと思います。ただ、副町長にお

聞きしますけども、議会のかかわりですけども、今これだけのいい意見が出ているのですけども、

条例が提案されたときに大いに議論して条例を決めるのか。委員会付託という方法もありますけど。

その前に、せっかく新しい条例をつくりますから、議会としてこういう提案をしたいと、こういう

ことを今、議会もかかわっていこうと議会改革でやっています。そういう場を議会も率先してつく

るべきですけども、逆にこういう条例を新しくつくりますとありましたので、そういう意見を聞く

場を、どういう方法かは別にしてもしていく考えがあるのかどうか。そういう中で大いに反映され

ればよりよい条例ができると思うのですけど。きょうは何か、全員協議会なのですけど、かなり進

んでしまっているみたいですけど、この場で終わってしまうのか。それは非常にこれから議会のあ

り方として重要なのです。その辺をどう副町長は、せっかくこういう骨格をつくって条例をつくり

たいと提示していながら、今後、本当に議会も町も町民も合わせて本当にいい条例案をつくりたい

と、その辺のかかわりをどう考えているのかだけ伺いたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君）  目時副町長。 

○副町長（目時廣行君）  これから何回か建設厚生常任委員会のほうにある程度、案が全部でき

たのではなくて、その都度何回かに分けて報告してご意見をいただくというような形で進めて行き

たいなというふうに考えております。 

○議長（堀部登志雄君）  ５番、山本浩平議員。 

○５番（山本浩平君）  聞き忘れしましたので１点だけ簡単なことをお尋ねしたいのですけれど

も。この条例、全道で初めて条例を制定するということに向けて率先してやりたいというお話でし

たけれども、そういうことであれば当然企業だとかそういったところにも影響してくるわけですか

ら、こういう条例を制定しようというふうに考えているけどどうなのだろうかということの水面下

での事前の商工会等々の経済団体との協議、これは行われる計画があるのかどうなのかだけ伺って

みたいと思います。当然これは相談すべきことだというふうに私は思います。 

○議長（堀部登志雄君）  小野寺生活環境課参事。 

○生活環境課参事（小野寺卓司君）  この場で水面下の動きを説明するというのはいかがなもの

かと思いますが、一言言わせていただければ、私が勝手に町長、副町長と庁内で協議をして進めて

いることではないということだけ言わせていただきます。以上です。 

○議長（堀部登志雄君）  辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長(辻昌秀君)  今ちょっと商工会というお話ございましたけれども、この案をまと

めていく中の協議会というのを計画してございますけども、当然その中には商工会も含めた産業界

のそれぞれのいろいろな団体ございますので、そういう方々にも入っていただこうと。そういうこ



 24 

とでその協議会に入っていただくという部分での事前の打診とか、そういうことは今現在、作業と

しては進めてございます。 

○議長（堀部登志雄君）  ５番、山本浩平議員。 

○５番（山本浩平君）  ただ、こういう条例をつくろうと思っているけれどもいかがかというよ

うなことでの水面下での話し合いは一度もされていないということでよろしいですか。 

○議長（堀部登志雄君）  辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長(辻昌秀君)  条例の案をつくるには、その協議会の中での審議といいますか、ご

意見も踏まえた中でまとめていきたいと考えています。その協議会の中には商工会はじめ、あるい

は農協とか漁協とか経済団体、そういう方々に入っていただき、当然、今後、この条例をまとめて

いくにあたって、あるいは計画をまとめていくにあたって、ご意見を聞きながらつくっていきたい

なと考えてございます。 

○議長（堀部登志雄君）  それでは、２番目の協議事項についてはこの程度にしたいと思います。 

 続きまして３番目、アスベストの除去について、教育長のほうから。白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君）  教育委員会の関係でレジメの３番目、４番目ありますので、初めに私

のほうから２点について概要報告させていただきます。 

 １点目はこのたび虎杖小学校体育館で発見されたアスベストについてであります。５月 27 日、虎

杖小学校体育館において、耐震化工事に着手するため、ステージ上部の天井を一部解体し、建物本

体構造の確認作業を行おうとしたところに折板屋根の下部に吹きつけ材の付着を発見したものであ

ります。 

 施設の建設次期及び施工材料の状況からアスベストの可能性が疑われることから、専門業者に成

分分析を依頼した結果、今月３日にアスベストの一種であるアモサイトが含有していることが確認

されました。アスベストについては平成 17 年に全国一斉調査が実施されたことに伴い、当町におい

ても平成８年以前に建設された小中学校を含む 308 施設について、設計図書による確認と目視調査

を行いましたがその時点では発見することができず今回に至ったものであり、児童はじめ保護者や

地域の方々に不安やご心配をおかけすることに大変申しわけなく思っております。今回、解体した

天井部分につきましては囲い込みを行うとともに、室内空気中の浮遊濃度測定を実施した結果、ア

スベストは不検出との判定が出され、児童への影響がなかったことには、まずは安堵したところで

あります。 

 このことから耐震化工事とあわせてアスベスト除去作業を行うこととし、本議会に係る経費を補

正予算として計上させていただきました。子供たちの健康にかかわる重大な事案であり、今後とも

子ども達の安全・安心な環境整備に早急に取り組んでまいります。 

 次に２点目は、学校施設の耐震２次診断についてであります。各学校における耐震の２次診断結

果が出たことから、今回、議会に報告をさせていただきます。総体的には想定した以上にＩｓ値が

低い結果であったと考えております。今後につきましては、今回の耐震診断の結果を受け、児童生

徒の安全確保の観点から学校施設耐震化推進計画の見直しを図り、計画の推進に努めてまいります。 

 なお、具体的な内容についてはこのあと担当者から説明申し上げます。以上です。 
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○議長（堀部登志雄君）  アスベストの除去のほうについての説明。田中教育課主幹。 

○教育課主幹（田中規雄君）  アスベストの除去について、ご説明をいたします。１番、虎杖小

学校体育館吹きつけ材について。発見状況でございますが、平成 22 年５月 27 日、虎杖小学校体育

館ステージ上部にて、耐震化工事のため、請負業者がステージ上部の天井を一部解体し、建物本体

構造の確認作業を行おうとしたときに折板屋根の下部に吹きつけ材を発見しました。 

 発見後の対応としましては、施設の建設時期及び施工材料の状況によってアスベストの可能性が

疑われることから、分析の専門機関に調査を依頼しました。また、同施設の一部解体した天井部分

については、合板及びシーリング材等により囲い込みを行っております。 

 成分分析の結果でございますが、６月３日に成分分析速報の結果が出まして、アスベストの一種

であるアモサイトが含まれているということが確認されましたが、除去基準である重量費 0.1％を

超過しているかについては再度分析をかけなければならず、その結果につきましては６月 17 日に確

認され、31.7％含有しているということが判明したものであります。また、発見されたあとに空気

中に浮遊しているかどうかの調査をするために気中濃度測定を専門機関に依頼し調査しましたが、

６月 15 日にアスベスト不検出との報告を受けております。 

 今後の対応につきましては、アスベスト除去工事に係る経費を定例会６月会議に提案する補正予

算を計上し、夏休み中に除去工事を実施したいと考えております。 

 次に、下のほうの虎杖小学校の見取り図と書いている図面でございますが、この中で右側のほう

にアリーナと書いていますが、これが体育館の部分になります。それで、体育館の部分のステージ

がありまして、このステージの上部、こちらのほうの天井の屋根材に吹きつけられていたというこ

とになります。面積的には約 100 平米程度でございました。以上、簡単ですが経過のご説明を終わ

らせていただきます。 

○議長（堀部登志雄君）  小野寺生活環境課参事。 

○生活環境課参事（小野寺卓司君）  アスベスト担当課ということで、裏です、２番から説明さ

せていただきます。平成 17 年度の白老町アスベスト使用状況調査につきましては、17 年度の第３

回定例会でご説明をしているとおりということで、実施期間、平成 17 年９月までに調査を完了して

おります。 

 調査内容といたしましては、平成８年度以前に竣工した白老町有施設（308 施設）を対象に吹き

つけアスベスト及び折板裏打ち石綿断熱材でアスベスト３種類ですが、クロシドライト、クリソタ

イル、アモサイトの３種類が重量比１％を超えるものを除去対象として確認調査を実施しておりま

す。 

 調査方法につきましては、町職員が設計図書による確認及び現地での目視による確認を実施し、

調査対象施設 308 施設のうち吹きつけ材が確認された施設が７施設、うちアスベスト含有施設が４

施設、そのうち１％を超えた含有施設が２施設となっており、その２施設の白老町し尿処理場にお

きましては平成 18 年３月 24 日に除去工事を完了しております。また、緑丘保育園につきましては

平成 17 年９月 25 日に高密閉措置完了ということで封じ込めを完了してございます。 

 また、本件を受けまして白老町アスベスト使用状況の再調査を実施しているところでございます。
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再調査につきましては、建設課が主導となりましてすでに実施をしているところでございます。調

査対象といたしましては平成８年度以前に竣工いたしました町有施設 308 施設、ここの対象施設は

変更ございません。この対象に吹きつけアスベスト及び折板裏打ち石綿断熱材、この２種類でアス

ベスト６種類になります、平成 18 年以降アスベストの定義が変わりまして６種類となっております。

クロシドライト、クリソタイル、アモサイトに加えまして、アクチノライト、アンソフィライト、

トレモライトの３種類が追加されております。また、重量比につきましても１％から 0.1％という

ふうに変更になってございますので、この 0.1％を超えるものがあるかを確認するということにし

ております。 

 調査方法につきましては、設計図書による確認作業を実施し、のち、現地での詳細な確認作業を

実施するということで現在実施中ということでございます。 

 今後の対応につきましては、白老町アスベスト対策の基本的な考え方として、これは従前から変

わりありませんが、平成８年度以前に竣工した白老町有施設 308 施設を対象に吹きつけアスベスト

及び折板裏打ち石綿断熱材でアスベストの重量比が 0.1％を超えるものを除去対象としております。 

 除去対象のアスベストが剥離または劣化が著しく、飛散または飛散のおそれがある場合は早急に

除去工事を実施します。 

 除去対象のアスベストが安定状態、いわゆる囲い込み、封じ込めにある場合は、施設の改修等が

行われる際に除去工事を実施いたします。なお、安定状態にあるかを定期的に確認するということ

は今後実施していきたいというふうに考えております。 

 今後の白老町アスベスト対策といたしましては、現在、囲い込み、封じ込めの処置を行っている

箇所については、定期的に目視点検や室内環境調査を実施するなど適切に維持管理を行っていきた

いと考えております。 

 室内環境調査でアスベストが基準を超過した場合は、前回の点検時にさかのぼって利用者等の健

康診断を実施するなど、町民の健康被害がないか確認するとともに、除去工事の実施もしくは囲い

込み、封じ込めの徹底を図るための工事を実施するということで考えてございます。以上です。 

○議長（堀部登志雄君）  説明が終わりました。特に質疑のある方はどうぞ。よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（堀部登志雄君）  それでは、続きまして４番目の小中学校耐震２次診断結果について。

田中教育課主幹。 

○教育課主幹（田中規雄君）  それでは、白老町立小中学校の耐震化についてということでござ

いますが、資料に沿いましてご説明をさせていただきます。まず、１番目として耐震化の概要でご

ざいます。資料１にも掲載しておりますが、平成 17 年度から平成 19 年度に耐震化優先度調査を実

施しております。あと、平成 20 年度に白老町学校施設耐震化推進計画を策定しております。平成

21 年度に耐震の２次診断を実施しまして、現在耐震改修工事を萩野中学校、虎杖小学校、２校で実

施中でございます。 

 次、こちらの表は結構専門的な部分もございますので概要をちょっとご説明させていただきたい

と思います。用語の説明でございます。資料２にいろいろな用語がございまして、こちらのほうで
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資料３のほうの言葉、こちら資料３が全体的な耐震状況の一覧表というまとめになってございます

ので、これの上の項目ごとに説明をしてございますが、中には理解しづらい用語もありますので、

それについて補足的な説明として説明をここで行っていきたいと思います。 

 まず、Ｉｓ値ということですが、これが耐震指標と呼ばれまして、耐震診断で建物強度や粘り強

さに加え、その形状や経年状況を考慮した値というのをこれで測っております。文部科学省の安全

の基準値は 0.7 となっておりますが、計算で地域補正係数、白老町は 0.9 を掛けて計算するという

ことになっておりまして、0.63 が文部科学省でいう安全基準ということと同等になります。 

 それから、２番目のｑ値といわれているものですが、保有水平体力の指標と呼ばれていまして、

鉄骨造における粘り強さを表す値で１以上が安全とされている数値であります。これは一番最後、

４番目の資料のときにまたちょっとご説明させていただきますが、そこに出てくるものでございま

す。 

 それから、３番目のＣＴ・ＳＤ値というのは、建物の形状と累積強度の指標でございまして、鉄

筋コンクリート造における強度を表す値で 0.3 以上が安全とされている値でございます。これにつ

きましては、Ｉｓ値にもその内容が入ってございますが、Ｉｓ値が高くても極端にｑ値、ＣＴ・Ｓ

Ｄ値が低い場合というのもありますので、Ｉｓ値がある程度の数値を示した中でｑ値、ＣＴ・ＳＤ

値がこの一定以上になっているかどうかということで安全かどうかを判断するものでございます。 

 その他、先ほどちょっとお話しました用語の説明の中で資料２を開いていただきまして、そこの

中の用語の説明の真ん中辺なのですが、耐震基準及び診断方法というところがございます。この中

の新基準。これは昭和 56 年の建築基準法改正による新耐震基準に基づき建設され、耐震性がある建

物となります。 

 それから、次の優先度調査。これは耐震診断を実施していない施設について、取り組みの優先度

合いを５段階で評価する調査です。これは先ほど、平成 17 年から 19 年度の中でコンクリートのコ

アを取って潰し試験をしながら調査をした結果を報告しております。 

 それから、２次診断。鉄筋コンクリート造や鉄骨造の施設に対する耐震性を評価する調査方法で、

診断によりＩｓ値が算出され耐震性が判断されますということで、今、Ｉｓ値という出し方がどう

いうものかということをご説明しましたが、２次診断ではＩｓ値が出てくるということでございま

す。 

 あと、次にＩｓ値が何ぼ以上がどうだということをちょっとお話触れさせていただきますが、２

次診断の２つ下の２次診断最小Ｉｓ値というところでございます。0.3 未満というのが大規模な地

震に対し、倒壊または崩壊の危険性が高いとされています。0.3 から 0.63、大規模な地震に対し、

倒壊または崩壊の危険性があるとされています。0.63 以上、大規模な地震に対し、倒壊または崩壊

の危険性が低いとされています。ここで文部科学省ではＩｓ値の安全基準地を 0.7 以上としていま

すが、地域係数の補正により先ほどの関係でご説明のとおり、白老町では 0.63 以上が安全の基準と

なるということでございますので、今後、基準の数値については 0.63 を使っていっております。 

 それから、国土交通省につきましては、Ｉｓ値の安全基準値は 0.6 以上となっておりまして、文

部科学省のほうがきつい値で安全性を確認するということを指示されております。 
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 あと、用語の定義については見ていただいてご判断いただきたいと思いますが、中身について、

一番表紙の３番に戻りまして、またご説明していきたいと思います。耐震の２次診断の実施という

ことでその結果については資料の４に出ておりますが、実施時期が平成 21 年３月 24 日から。済み

ません。ちょっと戻りまして、２の・のその他の資料４の用語の説明参照ということを書いており

ますが、資料２の用語の説明参照ということでちょっと訂正をお願いいたします。２の用語の説明

の・番、その他の中の資料４というのが間違っておりまして、資料２に訂正していただきたいと思

います。それでは、続きをお話します。説明資料を再び読み上げていきますが、３番の耐震の２次

診断の実施ということでございます。説明を先に行います。・の実施時期につきましては、平成 21

年３月 24 日から平成 22 年３月 30 日までで行っております。実施施設につきましては、小学校５校

９棟と中学校２校の６棟。それから、判定結果につきましては、耐震診断結果一覧表にまとめてお

りまして、判定結果と改修の概要を明示しております。 

 次に４番目、表の説明を先に進めます。４の耐震診断の結果でございますが、これが資料３と４

に載せてありまして、Ｉｓ値 0.3 未満のもの、これは緑丘小、萩野小、虎杖小、白老中、萩野中の

体育館の５棟になっております。 

 次のページをお開きください。・のＩｓ値 0.3 以上 0.63 未満、これが白老小、萩野小、竹浦小、

白老中、萩野中の校舎の５棟になります。先ほど、0.3 未満はすべて体育館でございまして、0.3

から 0.63 につきましては校舎になります。 

 それから、・番目としてＩｓ値 0.63 以上。これは耐震性は支障ないと、安全であると判断されて

いる施設が萩野小で２棟、白老中、それから、萩野中で各１棟ずつの計４棟が今回の２次診断の結

果、耐震性があるというふうな判定を受けたものでございます。 

 あと、萩野小学校の一部にブロック造の校舎がありまして、これについてはＩｓ値ということが

出ませんので判定としては壁量不足による構造耐力の不足という判定が出ております。 

 それで、５番目として今回、耐震の２次診断をしていない部分の中で緑丘小学校の校舎棟がござ

います。その校舎棟につきましては、室蘭工業大学の協力をいただきまして診断をしていくという

ことでスタートしたために一度予算のときは見送った経緯がございますが、その室蘭工業大学の結

果なのですが、動的応答解析という手法によりまして、いろいろな条件を入れまして解析していた

だいたところであります。その結果として、大規模な地震に対しても崩壊、倒壊の危険性は低いと

いう見解をいただきました。ただ、文部科学省ではＩｓ値を出してほしいという話がございまして、

室蘭工業大学にお話したところ、大学のほうではＩｓ値の算定ができないということで返答を受け

ました。それで、一応このデータの分析結果からは危険性、崩壊、倒壊の危険性は低いということ

を得たのですが、今後においては文部科学省の定めに従いまして耐震の２次診断を行っていかなけ

ればならないことになります。ですが、一応作成していただいたデータが非常に有効なものでござ

いますので、それについて参考にしながら耐震の改修が出た場合にはそれを使わせていただきたい

というふうに考えております。 

 あと、耐震化状況の総括としましては、資料２に出ていますが、平成 21 年４月１日の耐震化率、

これが小中学校、白老町では 38.7％でございましたが、平成 22 年度耐震改修工事完了後の耐震化
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率は 54.8％になることになります。 

 また、７番として公表でございますが、配布した資料１から３を当町の広報及びホームページに

掲載していきたいということでございます。 

○議長（堀部登志雄君）  担当課のほうの説明が終わりました。 

 ちょっとお諮りしますけど、12 時になりましたのでこの件の関係につきましては午後から行うと

いう形にしたいのですけども。たまたま食事は、議運の方はとっているのですが、ほかの方はとっ

ていませんけども１つ・・・。このまま続けてもちょっとまた時間かかりますので昼食の休憩をし

て、その後また全員協議会、その後、議案説明会という形で進みたいと思いますけど、それでよろ

しいですか。 

○５番（山本浩平君）  質問あるかどうかだけちょっと伺ってみたらどうですか。もし、なけれ

ば、わざわざ教育委員会の方々に・・・。もし、あれば、昼休みとって。 

○議長（堀部登志雄君）  わかりました。そういうことですのでまだ時間若干ありますけど、全

員協議会だけでも。意見があれば。12 番、松田謙吾議員。 

○１２番（松田謙吾君）  簡単な質問だけどいいですか。 

 それでは１点だけ質問したいのですが。白老小学校は 55 年以上になります。そして、10 年前か

ら緑丘小学校との統合がずっと議論されました。これは議会だけではなくＰＴＡの方々含めて議論

されました。それで、一般質問でもたまたま白老小学校はどうするのだというご質問が議論されま

したが、私は今こう見てみると、竹浦中学校と虎杖中学校は用途廃止になっています。25 年統合で。

まだ２年あります。白老小学校は、私は用途廃止に近いようなぼろぼろ小学校だと思っております。

それを含めて建設の是非を何年も前からやってきましたし、５年前の町長選挙の争点にもなったわ

けです。そこからいくと、私は耐震化、今の２次審査どおり、耐えられないからお金をかける。そ

ういうことも大切なことなのですが、私は白老小学校の今後のあり方というものを教育委員会とし

てどのようにものを考えているのか。それで、耐震化強度に耐えられなくて工事をするとなれば、

やるのかどうか。その辺をきちんと今のこの白老の財政状況からいって、それから、子供の少子化

からいって、それから、今、恐らく 300 人の 200 人、両校で 500 人ぐらいだと思います。かつては

両校で 1,500 人もいた学校なのです。この辺を含めて緑丘小、白老小の統合問題をきちんとした計

画を立てて進められているのか。そしてまた、この耐震化に対してやらなければだめだとするなら

ば、どんな考えでいくのかということをお聞きしたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君）  小学校の統合につきましては、今までも議会、一般質問、議案等々で

お答えしております。それで、その中でいわゆる統合の適正配置ということで小学校・中学校スタ

ートしておりますけども、議会にも報告していますけども中学校の統合を先行させるということで

中学校の統合がある程度報告書が出た時点で小学校の適正配置を進めるというようなことでお答え

しています。私どもも３月の議会で中学校の方向性を報告させていただきましたので、今まだ具体

的にどうのこうのという保護者あるいは地域住民にお示しをできる段階には至っておりませんけど

も、教育委員会内部で小学校の適正配置というようなことで今、内部の検討を進めております。こ
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のことにつきましては、お話はちょっと下がりますけども、前の基本的な考え方を見直して各地区

どうあるべきかというようなことも含めて考えると。あわせて、今回の出ました耐震化の状況も当

然、今、議員さんがお話のとおり少子化の問題と、それから、建物の問題、そういうことを踏まえ

て前回からも協議の判断材料というようなことで入れていますので、当然、今度、今回の結果を踏

まえて早急に小学校の適正配置というようなことを教育委員会で進めていくと。当然そういうよう

な状況が皆さんに説明できる状況になれば、協議していきたいというふうに思っています。 

○議長（堀部登志雄君）  12 番、松田謙吾議員。 

○１２番（松田謙吾君）  いや、それもそうなのですけども、この耐震化強度が２次審査でやら

なければならないといったときに、この統合の方向性がきちんとしていなければ無駄な金をかける

だろうと。そこに投資しなければならないのです。それで、25 年に虎杖中と竹浦中が用途廃止にな

っています。ここに書いています。こういうことから考えると、緑丘小と白老小の統合をきちんと

することによって無駄な投資がやらなくて済むだろうと。そういうことで私はどんな考えだと聞い

たのです。ですから、もし、きちんとしていなければ、子供たちの命ですからそのとおりやらなけ

ればならないのです、統合を抜きにしても。統合がきちんと教育委員会の中で青写真が描かれてい

るならば、もう少し我慢しても建てかえるなり統合なりというそういう判断をしていますかという

ことです。 

○議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君）  先ほどそういうこと含めて、私、お答えしたのかなと思っているので

すけども。いわゆる今回の耐震数値を踏まえて検討する素材としてはやはり、先ほど言いましたけ

ども児童数の減少と、それから、建物の耐力度という中で前回も論議の争点となる出発点はそうい

うことで検討のスタートをしたと。今回も前回とそんなに状況は変わっていなくて、問題とする視

点は児童数の減少と、それから、建物だというようなことで、さて、白老地区に小学校が１校でい

いのか、２校でいいのか。あるいは他の地域も含めて小学校の配置はどうあるべきかということを

検討していきましょうと、素材としてです。それで今回、今、いわれたとおり無駄な投資はしない

というような基本の姿勢に立ちまして、今現時点でいえるのは、内部でちょっと協議している段階

ですからどうのこうのという方向性は、現時点では具体的には言えませんけども、言える状況では

ないのですけども、そういうことを踏まえて適正化を検討していくというようなことで押さえてお

ります。ただし、白老小学校の老朽化で緊急を要するものについては、申し訳ございませんけども

その都度やらせていただくというようなことで、それは大規模ということではなくて小規模なもの

はその都度危険のあるものはやらせていただくというようなことで、いずれにしても早急にそうい

うことを踏まえて白老の小学校の適正化を進めていきたいというふうに思っています。 

○議長（堀部登志雄君）  それでは、全員協議会はこれで終わってよろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

                                          

     ◎閉会の宣告 

○議長（堀部登志雄君）  それでは、若干時間が過ぎましたが、以上で全員協議会を終了いたし
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ます。 

（閉会 午後０時０７分） 


