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平成２３年白老町議会予算等審査特別委員会会議録（第２号） 

 

平成２３年 ３月２３日（水曜日） 

開  議  午前１０時１５分 

散  会  午後 ３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 大 渕 紀 夫 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 登志雄 君 

                                         

○欠席議員（なし） 

                                         

○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 

     町      長     飴 谷 長 藏 君 

     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 

     産 業 経済 課 参事    高 野 末 保 君 

     生 活 福 祉 部 長    辻   昌 秀 君 

     生 活 環 境 課 長    竹 田 敏 雄 君 

     都 市 整 備 部 長    岩 城 達 己 君 

     港 湾 室 長    赤 城 雅 也 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 
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     病 院 事 務 長    丸 山 伸 也 君 

     消 防 長    前 田 登志和 君 

     消 防 署 長    中 村   諭 君 

     監 査 委 員    岡   英 一 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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◎開議の宣告 

○委員長（及川 保君） ただいまから昨日に引き続き予算等審査特別委員会を再開いたしま

す。 

本日の会議を開きます。 

（午前１０時１５分） 

                                         

○委員長（及川 保君） 審議に入ります前に、議案の訂正がございますのでお知らせいたし

ます。一般会計の最初の部分の６ページの第２表債務負担行為、この部分で訂正がございます

ので、ただいまから町側のほうから訂正の説明をしていただきたいと思います。 

目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） おはようございます。平成 23 年度一般会計予算の６ページ第２表の

差しかえをお願いいたしたく、このたび差しかえ分を配付させていただきます。内容につきま

しては予算書の 263 ページでございますが、第８款土木費、６項２目雇用促進住宅取得事業に

おきまして、住宅の購入を平成 30 年までの分割で購入することで予算計上しておりますが、こ

れにかかわる債務負担行為の計上に誤りがありました。この件につきまして心よりお詫びを申

し上げます。なお、大変申しわけございませんが、差しかえのほどよろしくお願いを申し上げ

ます。よろしくお願いします。 

○委員長（及川 保君） この件につきまして、ただいま議会運営委員会を開きまして、正副

議長を交えまして議運の中で審議されて。 

ただいまの件につきましてご質疑があればお受けしたいと思います。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎議案第１２号 平成２３年度白老町一般会計予算 

○委員長（及川 保君） それでは、昨日に引き続きまして、審議に入りたいと思います。 

 議案第 12 号 平成 23 年度白老町一般会計予算を議題に供します。予算書の 228 ページをお開

きください。 

 228 ページ７款商工費に入ります。237 ページまでの商工費全般についてでございます。質疑

のございます方はどうぞ。 

 ５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） ５番、山本でございます。商工振興費 228 ページと 232 ページの観光

対策費についてちょっと町の震災後のいろいろ何と言いますか、計画等の見直しを若干しなけ

ればならないのかというふうにちょっと思っているものですから、考え方を伺っていきたいと

いうふうに思っています。まず商工振興費なのですけども、これは 231 ページに中小企業実態

調査事業というのがございます。これは、中身の説明文を読みますと中小企業に対する的確な

支援を行うため中小企業の実態を調査し、今後の受注機会及び町内消費拡大の促進を図ります
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というのが目的ということで、道支出金、緊急雇用としての 100％道の補助金ということでご

ざいます。これはこれで非常にもともと景気が停滞している状況ですから、ぜひともこれをや

っていただいて町内消費の拡大、促進を図っていただきたいというふうに思うわけですけども、

今回の災害で非常に日本人の心として自粛ムードが、非常にこの白老町内もそうですけども、

皆さんいろいろ活動を自粛されている傾向にございます。議会後の町側と、今回町の主催でし

たけども、25 日に行う予定でありました議会側と町の幹部との懇親会も、こういう状況の中で

自粛ということを決定されましたけれども、そのことについてはああいう状況の中では的確な

判断だったのかとこのように思うわけでございますけれども、非常に自粛ムードが蔓延してお

りまして、例えばＰＴＡ関係の学校の先生の歓送迎会もそうですし、いろいろな場面でちょう

ど歓送迎会の時期にもかかわらず自粛ムードということで白老の経済がより停滞していくと。

こういう状況の中でやはりどこかの場面で消費を拡大、拡大というよりも自粛ムード、やはり

これはいかがなものかというようなことで誰かがどこかで発信する必要があるのかというふう

に思います。新聞報道で隣のまちの商工会議所の回答は、そういったことを懸念されていると

いうようなコメントも載っていた状況の中で、やはりこの自粛ムードも社会生活はそのまま続

いているわけですから、白老の経済のことを考えるとその辺町のほうでもぜひ自粛ムードはあ

るかもしれないけれども、やはりそれをある時期からは活動を行うというようなことを発信し

ていただきたいのですけども、その辺の考え方をお尋ねしたいと思います。 

○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） ご質問の主旨、よく理解できます。ただ現実問題といたしま

して、国際観光旅館連盟の調査等によりますと 11 日の震災から約５万件のキャンセルがあると。

いまだに続いていると。旭川の動物園でも通常 4,000 人のところ半分しか入らないと。一方で

は、うちのアイヌ民族博物館においても通常一日 200、300 人入るのですが、10 数人という、

このような状況でございます。町としては、今山本委員が懸念なさっている、心配なさってい

る件、やはりこういう状況になりますと経済が縮小してしまう、消費活動が縮小してしまう。

これはもう本当に大変な状況になるわけです。ここの部分につきましては、やはり人の感情、

同義的、心理的なものからくるのが非常に大きいと、そういう判断ですので、そこを行政が号

令をかけてどうのこうのというのはなかなか難しい部分もあるかと思います。ただ、このよう

な消費活動が落ち込むといった部分では旅館を初め観光事業、それからそれにいろいろ付随す

る中小企業、生産するところ、小売店、かなり大きな影響は受けると思います。それで、うち

の産業経済課のほうでは 11 日の震災以来、関係観光だとか中小企業、そういう観光に関連する

部分について調査に入ってございます。まだ調査中でございますけども、直接というか、余り

関係のないというところもありますけれども、そういったところも徐々におそらく影響がくる

ものと思われます。大きなホテル、虎杖浜にあります、比較的大きな規模のところはもう既に

11 日からキャンセルが入っているという現状でございます。ですから町としましては、そうい

った部分をいかに従業員に払う給料、そういったものを、もし払うことができないような、そ

んな状況に陥るならば、今後北海道のほうも今回の補正予算でそういった観光産業、中小企業
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を何とか支援するための補正予算があがるというような話も聞いております。そういった道と

か国の支援体制を見ながら町のほうもそういう産業の、本当に自分たちの力ではどうにもでき

ないという部分については支援するよう検討していきたいと、このように考えております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） わかりました。次に、観光対策の関係です。首都圏、企業誘致あるい

は観光誘客活動推進事業ということでございますけれども、これも実は似たような質問になり

ます。今回の震災は原発の事故で非常に海外の方が日本を離れ、また海外から来られる観光客

が大幅に減るというような状況も実際に出ている。苫小牧民報さんの３月 19 日の報道にも白老

観光に大打撃という大きな記事が載っているわけでございますけども、この辺も戦略を多少見

直しする必要があるのかというふうに思います。例えば今回の定例会で横浜の中学校のモデル

校が白老に来ることになっているというようなことも執行方針の中でございましたけれども、

それらもそのままいけるのかどうなのかということも含めて、戦略的な見直しも必要なのかと

いうふうに思うのですけども、この点についてどのような考え方、またはどういうような影響

が出されるのかというふうに思います。平成 22 年は口蹄疫やインフルエンザの影響で大打撃を

受けましたけれども、それ以上の大打撃を受ける可能性があると、このように思うわけですけ

ども、今の段階で影響をどのように考えられていますでしょうか。また見直しについて何か考

え方がございましたらどうぞ。 

○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） これからの観光に与える影響、これはもう想像を絶する規模

になるのかというふうには予想してございます。特に道内の、おそらく国内の観光旅行という

のは東、北方向ではなくて南方向にシフトしていくと。やはり原発の影響で。そういう大きな

動きがあるような形で関係者は想像しております。そういったことからしますと、北海道に与

える影響というのはもうかなりのものだというふうに認識しております。それで、白老町一つ

だけで、うちのまち一つだけで対応することは不可能だと、こういうときこそ北海道を要とし

まして、広域で取り組んでいかなければいかないのかと思っております。そういった意味から、

今少なくてもこの胆振地域、うちは広域で観光をやっております。登別市あるいは登別市を含

んだ西胆振地区で観光を組んでやってございます。そういった広域の中でまず北海道は安全な

のだと、そしてその前提には交通機関の回復、これが大前提なのですが、それらの交通機関の

回復をにらんだ中でより一層の、特に白老町と縁とゆかりのあるような、そういうようなとこ

ろ、学校だとか企業、団体、そういったところが広域的な活動としてやはり入客活動の強化に

努めなくてはいけないとこのように考えているところでございます。少なくても予約だとかそ

ういったところを受付、そのキャンセルされているところ、そういったところについては交通

機関の回復とともに、さらに再検討していただきたいというようなことを重ねてお願いにあが

ると。そういったことがまず第一段階かと思っております。 

以上です。 
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○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） ３番、西田でございます。229 ページの商工振興対策経費というとこ

ろで、補償、補てん及び賠償金と書いているのですけども、これは説明を受けたのかしらと思

いながらどのようなことだったのかというのが一つ。 

それともう一つ、今も山本委員ちょっとおっしゃっていましたけども、今回の震災によりま

して北海道の場合はほとんど東北を通って物資が流れてくるものが非常に多いわけなのです。

町内でもいろいろなものが足りなくなってきているという現状があります。というのは、今回

の震災において多くの方々が多少は自分の家でも備蓄をしなければいけないという思いが強く

働いて、いろんなものが店頭から消えてしまって、でも実際に例えばお米とかもそうなのです

けど、道内米はたくさんあるのだけども本州米が何もなくなってしまったと。なくなってくる

商品のものが非常に格差がありまして、実際に白老の商店やっている方々、事業をやっている

方々、実際にきちんとした形で商売ができるのかと。国が押さえてしまったり、メーカーが押

さえてしまったりとかそういうようなことで町民にきちんと食料が行き渡っているのかどうな

のかと。その辺は役場のほうでどのようにおさえ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） 商工振興対策経費における補償、補てん及び賠償金の中身で

ございます。これは実は 22 年度から予算計上をさせていただいております。平成 11 年３月に

白老振興公社がポロト地区の不動産を取得しまして、その資金の借り入れについて町と振興公

社の間で損失補償契約、覚書を締結しているというものでございまして、その覚書において町

への所有権を移転する際、取得費用のほか借入金ですとか利息等を含めて町が買い取るという、

こういう考え方になってございます。町から振興公社に対しては、実は振興公社が運営してい

る温泉施設がございます。この不動産にかかわる分の借入金の利息、これについては振興公社

で負担してもらうということで、実は協議をして 22 年で整ったわけでございまして、そのうち

の振興公社が利息分の 20.52％をみていただくと。町のほうでは 79.48％を利息分としてみます

と。そういうことによって、実は借入額といいますか町の負担する利子をどんどんふえていく

のを毎年きちんと補てんすることによって町が最終的に借りている額をおさめなければならな

いと、こういう考え方で予算を今回 402 万 2,000 円ほど計上していると、こういう内容のもの

でございます。 

以上です。 

○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） 今回の震災によりまして、町内の生活必需品の不足、そこの

部分が懸念されるというところでございますけれども、新聞報道などを見ますとやはり日本全

体に、これは油にしてもガソリン、灯油類などもそうなのですが、米にしても備蓄生産能力と

いうのは日本の消費量からすると余裕があった中で備蓄生産されているというのが現状でござ

います。ただ、やはり消費者の心理的な作用により一時的に買ってしまうと。店頭に並ぶもの
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が一人分の消費量分しか並んでいなかったら、一人の人が二つ、三つ買ってしまいますとあっ

という間になくなるというのが現状でございます。先日、生協でも３月 17 日は米がゼロだった

と。ところが、翌日 18 日は山積みになっていました。そういうような現象で、やはり町民の方

にご迷惑をかけるというそういった部分がございます。ただ、行政としてはそういうことで物

は確かにありますから、こういう震災のときに慌てないで、きちんとありますからと。日常と

同じような行動をしていただければその辺のところは大きな懸念としてはならないのかと思っ

ております。これは新聞報道でも徐々にその辺のところは報道しておりますので、そういった

ような懸念はおさまっていくかと、このように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） ３番、西田祐子君。 

○３番（西田祐子君） 最初のほうの補償、補てん、賠償金のほうは振興公社のほうが 20.52％、

白老町負担が 79.48％ということで、この数字はもうきちんとこういうふうな約束で決められ

て、この形に沿ってやっていくというふうに理解してよろしいですね。わかりました。 

 もう一つの物資の不足のほうなのですけど、小さな話なのですけれども、例えば原発の今回

の問題におきましてやはり東北方面から入ってくる野菜というのが非常に北海道の場合多いわ

けなのです。ところが、やはりそういうものは怖くて食べられないという形で、そういうもの

が山積みになって残ってしまって道内産の数少ないものだけほとんど店頭になくなっていると

いう状態も続いております。これは、本当に政府にももうちょっときちんと安全性というもの

を宣言してほしいと思っているぐらいなのですけども、その辺の市場調査というのですか、も

うちょっと細かくやっていただければと思っております。 

○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） 道内ではちょうど野菜、そういう生鮮ものの端境期というこ

とで、これは道外に頼るというたまたまそういう時期でございます。道内にはやはり東北、関

東、その地域の野菜が今これから入ってくるというような季節になっております。確かに西田

委員がおっしゃるようにそこの部分は懸念されるところでございます。町としましても関係機

関と、その辺流通もどういうふうになっているかといったことを調査しながら、東北、関東の

ほうがだめであればそれより以西のほうの野菜の入荷、流通経路はどうなのかといった部分は

調査させていただいた中で、白老町だけが野菜を食べられればいいという問題ではないと思い

ますので、これは広域的な関係の中で道のほうなどにもどうなのだというようなことで協議を

した中で、その辺の調査はしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。予算の組み方の考え方についてちょっとお尋ねを

したいのですけれども。商工会の運営補助金と観光協会の運営補助金の関係なのですけれども、

昨年も観光事業に対する費用対効果がどうかということをお尋ねをしていたのです。一般的に

言えば、大きさで言えば商工会さんのほうが大きくて観光協会さんのほうが小さいような印象
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を我々は持っています。そうだとは言いません。効果の部分を含めて。ところが今回も商工会

の運営費は減っているのです。観光協会の運営費はふえているわけです。費用対効果を含めて

観光行政に対する町の考え方、商工会の運営費より観光協会の運営費のほうがやや 200 万円弱

多いのです。本当にこの費用対効果、私は昨年も聞いているのです。ここら辺がどんな考え方

で予算を組まれて、観光行政に対してどんなこれからの方向でいくのか。やはりここはちょっ

とはっきり考え方をお聞きしたいというふうに思うわけです。 

○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） まずは商工会の補助金の状況なのですけども、町のほうで商

工会のほうに 2,269 万 6,000 円計上させていただいておりますけども、実は商工会の場合は道

のほうから補助金が入ってくるわけです。商工会のほうの年度予算を総体でいくと 7,560 万円

に対して町が今言いましたとおり 2,269 万 6,000 円です。それから自己負担として 2,290 万円

ほど持っています。それと道のほうからの補助金で 2,999 万 8,000 円ほどあるという。道の補

助金がかなり３分の１近く入っておりますので、そういう中では町の負担ということは少なく

て済んでいるという部分がまず一つあります。ただ観光協会の補助金につきましては、ほとん

どが実は町の補助金で運営されているという実態がございます。特に人件費について、今後観

光協会のほうに出しています 2,432 万 9,000 円ほどになるのですけども、そのうちの 2,100 万

円ほどは観光協会のほうの人件費にあたる部分というふうになってございまして、確かに金額

的には観光協会のほうが多いということになりますが、観光協会のほうがいわゆる道の補助が

あるですとか、そういうような補助メニューがありませんので、運営費に対する補助メニュー

がないので町のほうがかなりの形で負担をしていると、こういう状況になっているということ

をまずご理解いただきたいと思います。 

そういう中で観光行政に対する考え方ということでございます。当然町のほうで 2,400 万円

の補助金を出すわけですから観光協会には一定の成果を求めているということでございます。

特に観光協会の会長さんを初め専務、それから局長等を集めて、そのほかにも理事長を集めて

何度かお話もさせていただいておりますが、やはり観光協会として果たす役割は何なのかとい

うことも具体的にお話をさせていただいておりまして、やはり誘客にきちんとした、修学旅行

ですとか団体旅行ですとか、誘客に徹底して取り組んでもらいたいという考え方。それから町

内の事業者さんがおりますので、町内の事業者さんが何を今求めているのか、何を支援しても

らいたいのかということを、当然観光協会は社団法人ですから事業者さんのためになる仕事を

しなければならないという、そういう位置づけですから、そういうことをきちんとしていただ

かなければならないということは伝えてございます。さらにもっと強く言えば、そういうこと

がしないような観光協会であれば、観光協会自体の存在が問われるのだというところまで、実

はお話をさせていただいております。ですから、私どもこの１年度の間で観光協会がどのよう

な取り組みをきちんと目に見える形でしめているのかということを求めていると。当然、私ど

もも態度で求めますが、私どもの産業経済課としての観光政策も当然かかわっていくことだと

こういうふうに思っております。そういう中できちんとした連携、もしくは今みたいな観光協
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会に求めるそういう内容が整っていかないのであれば観光協会自体の存在、このことも検討の

対象にはなると。このように考えてございます。 

○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） 補足説明をさせていただきますが、今担当課長が申し上げま

したとおり、今回の予算の査定にあたりまして商工会と観光協会を比較しますと、その運営費

にかかわる補助金の割合、非常に高いです。観光協会は非常に高いです。ということは、もう

準公務員に近い形なのです。ですから、そういった中では商工会はかなりウエイトが低いです

から、もう本当に独立した法人としての行動、これは大切なこと。観光協会は一方ではそうで

はないということから、やはり独立性を尊重しながらも町としてはやはり多くの税金を投入さ

れている団体だといったことを認識しまして、査定の段階では強く指導させていただいており

ます。そういった意識を持ってあなた達は皆さん方の税金、あるいは理事の負担金、そういっ

たもので給料をもらって仕事をやっているのだということを強く指導させていただいておりま

す。そういったことで費用対効果、大渕委員がおっしゃるような費用対効果、そこが明らかに

なるような取り組みをしてくれということで町側から今般予算査定にあたりましてそういう指

導をさせていただいたところでございますので、町の考え方ということでご理解いただきたい

と思います。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。言っている意味はよくわかりますし、別に私は観

光協会の職員の皆さんが悪いとか仕事をやっていないとかそんなことを言っているのではない

です。考え方として、今まで例えば事業が町主体でやられているような気がするのです。役場

の職員が観光協会のかわりにやっているのではないですかと見えるような部分があるのです。

町長は確かに観光行政に対して特段の力を入れてきたということは私はよく知っています。だ

から今回も道から補助が出ているということも含めて知っております、私は商工会のことは。

だけど商工会の予算が減っている中で観光客がふえているのです。大きさからいったら全然違

いますね。そういう中で本当の白老の観光行政というのはどうあるべきかと。本当に役場がこ

んなにたくさん観光行政に力を入れなければ役場の職員の方がです、観光協会の職員がやって

いるなら別です。見たり聞いたりしているところによると食材王国しらおいだって旅行の計画

だって町の職員がつくっているのがたくさんあるのではないですか。肩代わりしているのかど

うか知りませんけど。本当にそういうことが、観光協会の職員の皆さん方がわからなければだ

めではないですか。そういうことを厳しく言うのだったらそこを言って、まして本当に少しだ

けどふえるというのは何でふえるのかというような。あれだけ町が手を入れていて、何で運営

費がふえるのと、私は率直に思っていますけど、もう一度。 

○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） 今大渕委員のおっしゃることですが、235 ページの(４)観光

客誘客推進事業、これが事業費として観光協会に委託されている部分なのです。これは事業費

として。これとタイアップして(６)戦略的観光振興推進事業、これが町の職員が動くものなの



 10 

です。実はここの(４)と(６)がタイアップして観光協会と町が協力して連携を図ってやるとい

う、この予算が二つあってそういう形で進んでおります。どうしてもやっていることはタイア

ップしてきちんとやっているのですが、町側がやっているような行為として発信されていると

いう、そういう誤解もあるかと思います。このようにしっかりとやっているのは間違いないの

です。そういう部分ではもう少し観光協会の動き方、これをやはりきちんと露出度をアップし

てやらなくてはいけないという部分というのは、これは私も担当部長として常日頃感じており

ます。そこの部分、こういうような予算づけ、タイアップしてやるということでご理解いただ

いた中で、今回運営費がふえたというのは、実は職員の中で一人かなり低い給与の方がいたの

です。いつもタイミングを計って是正を図ろうと思っていたのですが、町の財政がこのような

財政状況がずっと続いていたものですから是正することができなかったということで、今回そ

の是正を図ったということで若干運営費が上がった形で数字があがってしまったというふうに

なったということでご理解いただきたいと思います。 

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） 観光協会と町との連携という部分、今高畠企画振興部長のほ

うからお話をしていただきましたけれども、実は町職員、大渕委員が言われたとおり、実はか

なりの部分で営業企画、これはやってきているのは事実です。本来、大渕委員がおっしゃると

おりそれは観光協会が主体的になって取り組むべきではないのかと、こういうお話だと思いま

すし、私どももそのとおりだと思っています。ただ 21 年にその中では観光協会の職員を１名、

町の産業経済課のほうに一度常駐させまして、職員がＪＴＢへ行って学んできたことを含めて

観光誘客というのはこういう形で進めていくべきだということを、実は研修しながら取り組み

を進めてきたということが事実あるのですが、実際にその職員が観光協会に戻ったら、実際は

なかなかそこのところまでいけないというのは実態も私たちはわかっています。ですから、そ

こは先ほど高畠企画振興部長も言いましたけども、予算査定の中でもきちんと観光協会が何を

すべきなのだと、こういうことを考えてもらわなければだめだと。そして本当に誘客のために

何が必要なのか、地道な誘客とはどういうことなのか、こういうことを観光協会のほうにしっ

かりとこの１年計画立ててやってもらうと。そういうようなことをきちんと伝えてございます

し、また私どももその動きはきちんと見ていきたいとこのように考えてございます。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 最初に私の考え方、高畠企画振興部長と岡村産業経済課長から今考え

方は伝えたのですが。いずれにしてもこの 2,000 数百万円の町税、血税を投入しているわけな

のです。その中で決済がきて実態を見るとどうも企画物、そして営業をしているのはちょっと

町のほうかと。考え方をかえてもらうのに、私が課長時代も呼んで１年置いて戻してやってい

たのですが、なかなか数字的な成果も出ないと。まして今うちの観光係の営業は、例えばエー

ジェントはＪＴＢだとか近畿日本ツーリストだとかいっぱいあります。そこを回るのももう夜

の６、７時まで回ってくるのです。そこまでいったら空きますから。それで帰ってきたら９時
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だとか。そういうことで成果も残しているのです。例えばシイタケの積め放題だとかたらこの

積め放題、これは全部町の企画です。一方ではポロトと肉屋さんを合わせて、肉屋さんは 3,000

人以上ふえているのではないですか。そういう確実に成果はあがっているのですが、なかなか

いかんせんその連携がうまくいっていないと。まして大渕委員が指摘されたように、本来違う

だろうと、企画物とかそういう営業行為は、向こうは営業しているのですがもうちょっと戦略

的なものがないと。それでこのままずるずると大きな成果が出ないままこの 2,000 数百万円の

税金を投入するということはいかがかということの議論をしている最中です。行革のほうでも

いろいろ検討の中に上っていることも事実です。ただ、この今のやり方がいいのか、別な形で

やったらもっといい方法が出るのではないかと、実はそういう芽も見えてきているのです。た

だ、今のままでこのままでまた同じことをやられるのであれば 10 年たったら何億のお金ですか

ら、今のままではあり得ないということだけは議会もご理解いただきたいと思います。それで

方針が出たらまた議会のほうにもご相談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。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 今、町長の答弁でそこはわかりました。具体的なことでもう１点だ

けちょっと聞いておきたいのですけど。我々が見ていると町と地場の人がやっていて、観光協

会は抜けてしまっているように見えるのです。我々から見ていると。本当に。そこら辺が私は

１番問題だと思うのです。例えば、私も言ったことがあるのです。議会に視察が来られる。泊

まるわけですから。白老の議会は泊まらなかったら受け入れないと言っているのですから。泊

まられるのです。そうしたら一時多いときには 70 組も来るのです。10 人だったら 700 人です。

１万円は落とします。議員だもの。ところがいくら働きかけても観光協会なんか全然我々に関

係ないという感じです。おかしいのです。だから議会とホテルがつながるのではなくて、本当

は間に観光協会が入って、そこが次からの、例えば議員なのだから影響力があるわけだからち

ょっとサービスしておけば、白老に行ったらおいしいもの食べてこうだよということが宣伝さ

れるのです。本当はそういうことを観光協会がやって、行政にきちんとつながっていくという

のが私は筋だと思うのです。そこのところがさっぱりやらないと。本当におかしいと思うので

す。だから私はやはり現場の人と協会が離れているのではないかと思うのです。違うかもしれ

ませんけど。そこら辺を含めて、やはりもっとその指導を強化したらいかがなものか。町長か

ら先ほどの方向のところの答弁までもらった上でこんなこと言ったらおかしいのですけど、そ

こだけちょっと聞かせてください。 

○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） こういう公の場で余り申し上げたくはないのですが、今大渕

委員がおっしゃったようなこと、それは一例として本当にそういう部分多々ほかに実はあるの

です。まだ違うネタもございます。そういった部分でどうして観光協会は動かないのと、それ

は、ちょっと動けばという部分はたくさん実はあります。そういった今大渕委員の一つそうい

うご提言もちょっといただいた中でその改善、そこの部分は何とかすぐ改善するということで
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考えたいと思います。議会のほうにも視察たくさん来ているという事実、私どもも存じ上げて

おりますので、そこの部分はしっかり受けとめて、次のリピーターにつなげるという努力をぜ

ひ、しなければいけないと思っておりますので、その辺は今後の指導に期待していただきたい

と思います。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 観光協会の会長も専務もかなりお悩みになっております。私も協会の

会長をやって、昨年ポロトの２階にあったのですけど強引にこちらに実は持ってきたのです。

１カ月何も、案内の看板はポロトではあげていたのですけど、２階まで上がってくる人はいな

いと。今、実際多いときで 30 何人、40 何人案内場に来ると。その部分は強行にやったのでい

いのですけど、いずれにしても先ほども申し上げましたが、今の 2,000 数百万円のお金をこの

ままというわけにはいかない。有効な、要するに投資効果のある、実効性のあるものを１年で

目指して、その方針を議会のほうに相談し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。 

２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 同僚委員からも傾向が出ましたけど、予算上で質問をしていきたいと

思います。まず 231 ページの中小企業の実態調査、大きな話がありましたけども、これはまず

雇用分野、雇用創出事業ということで先ほど主旨、同僚委員から出ましたからそこは省略しま

すけども、そういうことでデータベース化するとしていますけど、調査の対象件数、業態、調

査項目の内容、データベース化後どのように活用するのか。ちゃんとプログラムを設定されて

いるのかどうかをまずお聞きします。 

それと 235 ページの観光対策費です。今、大渕委員からもお話がありましたけども、大きな

話でいけばもっともな話だと私も思います。それで、まず観光協会の補助金の関係がありまし

たけども、23 年度も 100 万円ぐらいふえています。そのうち人件費が 2,100 万円あったといい

ますけども、これらを引いたいつもこの中に含まれていると思いますけども、町からのひも付

き事業、それはどういう事業があってどのぐらいの額になっているのかということです。 

それと(４)の観光客の誘客推進事業、これらの事業はまずどういうことをやるのかというこ

とと、これは継続事業をされているのですけど、いつも見るとポスターつくったり、チラシを

つくったり、旅費で終わりなのです。本当に効果があるのかどうなのかと。そういう部分で内

容が私はマンネリ化していると思いますけども、それらの反省の上にたって目新しい事業化さ

れた誘客推進事業の事業があるのかどうかということでございます。 

それと次ですけど、今、町長も部長も、観光協会の存在が問われていると。今後考えたいと、

こう言っていますけども、失礼な話ですけども、では今までＪＴＢに 3,000 万円から 4,000 万

円かけたものは何だったのと。今なぜ反省するのだろうと。それが本当に効果で生かされたの

かどうかということを議論されてくると思いますけども、それは別な機会にして、まず観光振
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興業務の委託料、これはことしも 100 万円ぐらいみていますけども、ＪＴＢでやると思うので

すけども、これは 22 年もこのぐらいの金額でやっているのですけども、具体的な委託事業項目

きちんと 23 年度あるのかと。どういうことを委託業務しているのかと。そして今言ったように

反省の上にたって、そういうＪＴＢに特徴的な委託業務調査させる項目があるのかどうかとい

うことと、例年ＪＴＢからこれは委託業務ですから、どのような形で委託業務の報告をされて

いるのか。こういう課題があったと、これはこれだけの評価があったと。ではこういう部分で

白老町は先ほど議論がありました費用対効果を考えてこういうことに生かしていったほうがい

いですと、それが町の観光あるいは観光協会に生かされているのかどうか、その辺を伺います。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） ＪＴＢに 3,000 万円かけたと。これは当然わかると思うのですけど、

要するに研修をさせて人材を育成するためにやっているのです。その効果は永久とは言えない

ですけど続くわけです。それは当たり前のことで、何もわからない人間に観光をやるといった

らこれは無理なのです。これは昔の役所のやり方であって、我々はその次につながるプロの戦

略を学んで、そしてここで企画等をつくっているわけです。ですから修学旅行の誘致でも、前

田委員も役所にいたことがあるからわかると思うのですが、名刺を置いてきてどうのこうので

はないのです。エージェントを回るだけではなく学校の先生にぜひ白老を見ていただきたいと

思うような営業をしてこいと。ですから例えばエージェントも行くし、学校も行くということ

なのです。学校からぜひ白老に行ってみたいということで観光のエージェントに行くような仕

組み体制をつくれと。それと今回も修学旅行のモデル校というのは各県にありますから、そこ

に風穴を開けろと、横浜が開けられたので次は埼玉、千葉を開けると、モデル校の評判がいい

とそこにまた５校、10 校、20 校と派生されてくるわけです。ですから戦略的にやっていると。

それもＪＴＢで学んだことです。ですから人材を鍛えるためにお金をかけると、それはもう私

は２年、３年、５年たったらもう大した安いものだというふうになると思います。これから私

はそういう少ない人材の中で、そういうふうにまた次の人材を育てるということは、これは当

然の当たり前至極やっているのですが、私は無駄なことをやったと思っていません。 

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） まず最初に中小企業の実態調査の関係でございます。どうい

う項目で調査していくのかということですね。それをどういうふうにデータベース化していく

のかと、こういうことかと思います。項目よりもまずこれは何でこういうことをやるのかとい

う部分をまずご説明させていただきたいと思いますけども、中小企業の実態をきちんと把握す

るということが中小企業の今後の支援策につながっていくということが前提としてございます。

そのために現在の中小企業、町内の中小企業がどのような実態にあるのかということを、これ

は押さえることが１番重要だと、こういう中で調査業務を緊急雇用の予算がありましたので厳

しい財政状況ですけども何とか中小企業の振興のためにこういう事業の中で取り組んでいくこ

とができないかということでこの事業を上げたということをまずご理解いただきたいと思うの
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です。それで、事業所数ですが、平成 18 年の企業統計調査では約 870 件あります。ただ、正直

言って町のほうで、これでどういう分野でどういうところが、例えば事業分類ごとに町内の中

小企業さんが当てはまるのかという分については具体的な資料として実は持っていないのが現

状です。統計調査はあくまでも件数ですとか分類ごとで押さえるだけでして、町内の企業さん

の実態というものまではわからないということがございます。そういう中で、当然それぞれの

事業所さんがどういう事業形態にあるのかですとか、総売り上げがどれだけあるのかですとか、

従業員が何人いるのかですとか、それも町内の従業員が何人いるのか、町外から働きに来てい

る従業員が何人いるのかですとか、それから、できれば可能であれば例えば町内からの仕入れ

がどれだけあるのか、町外からの仕入れがどれだけあるのかですとか、逆にどれだけの物が町

内に販売されているのか、町外に販売されているのかと、こういう状況をきちんとやはり把握

していくことが必要だということで、この調査を行うということにしてございます。調査項目

については今私のほうがお話をしましたけども、最終的な調査項目というのはまだ確定してい

るものではございませんが、それについて商工会のほうに委託する事業として組んでございま

すので、その中できちんと協議をしながら調査項目についてはきちんと対応していきたいとい

うふうに考えております。これが実態調査の内容でございます。 

それから観光協会のほうの補助金でございますが、この中でひも付き的な事業があるのかと

いうようなお話でした。観光協会のほうの直接的な補助金 2,433 万円は、これはまず運営費と

してご理解いただきたいと思います。そのほかに観光協会に補助金として出しているのは 235

ページの観光客誘客推進事業の、先ほど高畠企画振興部長のほうからもお話がありましたとお

り、この 265 万 6,000 円が観光協会のほうに補助金として出す内容のものでございます。この

事業の内容につきましては観光ガイドブックの改定増刷で、これは毎年６万部ほど必要になっ

てございます。これはやはり新しい情報を常に載せていかなければならないということで改訂

が必要だということになっていますので、これで 100 万円ほどを見ております。それから道外

誘客活動においては 38 万 5,000 円ほど見ております。それから道内の誘客活動においても 27

万円ほどを見ております。それからもう一つ、ポロトコタンの夜ということで、これは実行委

員会組織でやっている部分でございますが、これに対して 100 万円ほど、計で 265 万 5,000 円

ほどの補助金というふうになってございます。それから、あと戦略的観光推進事業です。これ

は町のほうで主体的に取り組んでいく部分でございます。これについては当然営業活動にかか

る旅費ということで計上してございます。これは道内、それから首都圏等の旅費ということで

計上してございますが、最終的にこの中の委託料の問題かというふうに思います。この委託料

につきましては 100 万円を計上してございますけども、ＪＲ活用の観光地振興事業、これで 50

万円です。それからＪＴＢの地域観光資源商品造成事業で 50 万円みてございます。このＪＲの

活用観光振興事業につきましては、首都圏向けのプランですとか、白老町へのお立ち寄りのプ

ラン、それから道内日帰りプランの商品を造成していただくということと、可能であれば、こ

こまでできればということなのですけども、ポロトコタン切符の商品化までできないかという

部分で、実は 50 万円の委託を組んでございます。昨年は、ちょこっと白老という形で、例えば
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ＪＲのほうで組んでいただいたりですとか、ヘルシーツアーということで白老へのお立ち寄り

をしていただいたりですとか、ＪＲのほうで送っていただいている部分がございます。それと

ＪＴＢのほうでは、内容につきましては教育旅行の営業販促ツールとして作成しているのです

が、これは教育パンフレットということでことしもつくっているのですが、こういう職業体験

のためのパンフレット、こういうものを各事業者さん、白老にいろんな事業者さんがおります

ので体験できる事業者さんも含めてこういうパンフレットをつくっています。この中身につき

ましては実際に活動する時間帯も含めた骨子設定をしてパンフレットをつくったりしてござい

ます。そういうものの改訂、増刷。それからもう一つは、サケの溯上見学ということも一つの

内容としてございます。これもこういうようなカムイチェップを巡る旅というような旅行プラ

ンもつくってございます。こういうものを引き続いてＪＴＢのほうとして地域の資源を組み合

わせた商品開発を行うと、こういう戦略的な内容で委託業務を行いたいと、こういうことでご

ざいます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） もう少し質問者、答弁者も含めて完結に質疑をやっていただきたい

というふうに思います。 

２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 最初にちょっと言ったのは、私はそういう部分でまた検証しますけど、

あくまでも観光協会の存在意義があって人材的な活動のこと言われたから、ＪＴＢにやはりＪ

ＴＢ分も人材育成があったと、そういう部分はどうだったのかと、そういう意味ですから。全

体の内容の中で言っているだけで、ちょっと舌足らずで。 

それで一つは、データベース化の活用方法についてちょっと今答弁がなかったのですけど、

また具体的に商工会云々と言っていますけど、町と連携してどういう形になるのかということ。

それと、これはいつもデータベース化云々となっているのですけど、21 年６月にも商店街の地

域コミュニティーの部分で 360 万円の補助金があったのです。あのときも町のほうは、そのデ

ータベースをシステム化して高齢者のために宅配するというシステムを実証実験すると、こう

言っているのだけど、結果的に多分私はないと思います。ただ、発掘堂が物を売っているだけ

になっているのです。だから私はそういうことを踏まえて、ただデータベース化してしまうの

だけど、それは本当どうやって生かされるのかということなのです。ということは、やはり白

老町と委託した部分の先の形の中でどうやってそれを生かしていくのか、結果が出ないと意味

がないのです。ただその交付金でお金ついたからこういうデータベース化しますと言って、言

葉悪いけど机の中の引き出しに入れて終わりだと、これではだめなのです。今言ったようにそ

ういう本当に私は商店街の活性化でこの宅配システムを検証するということは非常にいいこと

だと思っていたのですけど、結果的にやっていないと思うのですけど、そういうことでは困る

ということで具体的に私は聞いたのです。どういうふうに活用するのか。もしなければ予算の

査定で予算を上げるのだから、もう少しそういうことを具体化されて予算を計上されてくるの

かと私は思っているのですけど、前に質問したやつが前の漠とした形で予算を計上しているよ
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うな言い方をしているのですけど、その辺はやはりもっとある程度私たちが質問をした中で具

体的にこうしてこうやってこうだというような答弁をいただけるような事業化の予算計上して

もらわないと困るのです。その辺をちゃんとはっきりさせてほしいと思います。 

それと私はここで誘客関係もマンネリ化していなくて目新しい事業化をされていないのか

と言っているのですけども、白老の資源を生かしてプログラム化されているのは私は十分知っ

ています。前も私は言っていますけど。その後に私も言っているのですけど、ポロト自然休養

林に来て、白老の駅に来て、ちょうど昼ごろとか、そうしたら駅前の店混んでいるのです。そ

ういうアウトドアの人たちが行ってきて食事をして、また次の汽車に乗って帰ると、そうした

らそういう部分が、それこそ先ほどの質問もあったけど、それから地元にお金が落ちるのにど

うつながるかということが大事なのです。来てもらうのではなくて。それがやはり現場とか観

光協会の部分になってくるし、それが、あとは地元の人がやらなくてはいけないのです。それ

をどういうふうに連携されて、前も言っていますけども観光客の数ではなくて、いかに地元に

お金がおりて経済の循環に機能されているかという視点にたった部分で、いつもこうやってマ

ンネリ化したような事業が上がっているけども、その辺の展開されるような部分が新たに予算

で組まれてきていないのかというような質問です。 

○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） データベース化の活用方法についてですけども、当然前田委

員がおっしゃるとおり、これはデータベース化にして、しまっておいていいとは私たちは思っ

ていませんし、今後の中小企業の支援のために何が必要かということをまずデータの中から読

み取る、分析しておこうということで、その分析結果をもとにして何をしていくのかというこ

とが始まっていくわけでして、今の段階から中小企業の問題点がわかっているのだったら実態

調査なんてしないのです。私どもはそこを見極めていきたいということで実態調査をさせてい

ただいて、その中で分析のもとに基礎資料として活用して中小企業の支援策を図っていきたい

という考え方で、最終的にそのために必要な中小企業の支援は何なのかと。本当に町内の中小

企業さん同士をマッチングさせることが必要ですとか、外に出ていっているものを町内で消費

できるような方法ができないかですとか、もっと、例えば今資金繰りに困っているからそのた

めの支援策を考えていかなければならないのかということを、こういうデータの中から読み取

っていきたいという、そういう実態調査をしていきたいということですので、ご理解をいただ

きたいというふうに思います。 

それと、目新しいプログラムということなのですが、私どもは観光誘客のために一つのプロ

グラムだけでやっているわけではなくて、常に新しいものを考えながら組み合わせてご提供し

ていくという考え方で進めております。ですからその中では白老牛をお食事して財団に入って

いただくですとか、それから町内のそういうスイーツのお店屋さんに入っていただいて、こう

いうところを体験していただくですとか、常に事業者さんを連携させながら地元にお金が落ち

る、そういう組み立てをしていっているということでございますので、そういう委員のおっし

ゃるとおりの状況の中で一生懸命や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。 
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○委員長（及川 保君） 暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１１時１６分 

                                         

再開 午前１１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。 

 そのほかございましたらどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） ８款土木費に入ります。238 ページ１項土木管理費、１目土木総務

費から 247 ページ３項河川費、２目排水対策費まで。質疑のございます方はどうぞ。 

 ７番、玉井昭一委員。 

○７番（玉井昭一君） ７番、玉井です。247 ページの(３)緑泉郷地区排水対策事業の現在ま

での状況と場所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） まず場所でございますが、萩野 12 間線を山側に上っていきま

してフシコベツ川が 12 間道路を横断しております。その手前になりますが、町道名で言います

と萩野 16 番通りというところがございまして、そこ付近なのですが、なぜこういう状況かと言

いますと、ここ１、２年、特に山側の集中豪雨というのが局地的に本当にございまして、踏切

渡る手前が小雨なのですけども踏切を渡って緑泉郷地区だとワイパーがきかないほどの雨にな

って、そういう部分で集中豪雨に対応をした排水対策をしなくてはならない。12 間道路、河川

と排水路があるのですけれども、苫小牧側のほうが水位がいっぱいになっていて室蘭側がまだ

断面に余裕があるということから、少しでも室蘭側の断面の余裕のあるほうに水をまわしたい

ということで、12 間道路にこの関係のパイプを横断管入れると、それで災害を防ぎたいという

ものでございます。 

○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、次に進みます。246 ページ４項港湾費、１目港湾管理費

から 265 ページ６項住宅費、２目住宅管理費まで。質疑のございます方はどうぞ。 

５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） ５番、山本でございます。263 ページの雇用促進住宅取得事業の関係

でお尋ねしたいと思います。今回の災害に対しての対応、特に姉妹都市の仙台市に対する対応

は非常に初動が早かった。これは非常に私は高く評価いたしたいと思います。また、近隣の二

つの市民の方々が非常に白老は対応が早かったということで評価をいただきまして、私も町民

の一人として大変誇りに思っております。かつてないこの未曾有の国難でございますけれども、

これはやはりオールジャパンの体制で何とかこの国難をみんなで力を合わせて復興していかな

ければならないと、こういう思いは国民全員が思っていると思います。今回のことも自分自身

にいつふりかかってくるかわからないと、そういう気持ちで皆さん思っているのではないのか
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というふうにも思うわけでございます。先般、実は車を運転しているときのラジオのニュース

だったのですけれども、雇用促進住宅を持っている機構というのですか、そこが６カ月間その

機構が面倒を見ますというようなラジオで報道がなされたのですけれども、その真意というか

中身についてどの程度把握されているかということをちょっとお尋ねしたいと思います。一つ

目として、震災用として国というか機構が６カ月間提供するということを聞いておりますけれ

ども、応急的な設備、きのう町長が冷蔵庫、洗濯機、テレビなどの細かいお話もされておりま

したけれども、そういう応急的な設備もその６カ月間の間で国が、機構が負担するということ

になるのかどうなのかということが１点。 

それと、今後のこの雇用促進住宅を提供するにあたっての町の負担、どの程度で試算されて

いるか。まだ試算されていなければ、まだされていないという答えでも構いません。 

それと、何戸で１家族何名ぐらいが一つのところに何名ぐらいが住居可能なのか、その点に

ついてお尋ねしたいと思います。 

○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） 何点かご質問ございました。まず雇用能力開発機構、機構側

のほうで先ほど山本委員がおっしゃったとおり６カ月間という部分は、私どものほうにもそう

いう通知がきてございます。今１番困っているのは非難された方が体育館とか公民館ですとか、

そういう一時的なところに避難されていますが、そういった方をシェルターといいましょうか、

もうちょっと環境のよいところに避難してもらうということで、取り急ぎはまず１カ月お貸し

しますという部分の、これは機構が家賃は無料です。まず１カ月間提供します。さらに延長し

て６カ月間まで入居は可能です。この６カ月間についても家賃は無料ですと、このように受け

ておりまして、仙台市を含めて避難者がいればこの対応はしていきたいというふうに考えてご

ざいます。 

それから二つ目の設備、負担はどうされているのかということのご質問ですが、光熱水費は

機構側では支払いしませんと、それは入居者あるいは自治体のほうでの取り決めにしてもらい

たいということですから、光熱水費についての国、機構の負担はございません。北海道が今指

針をつくっていますけれども、一時避難の対応については北海道の方針としては、光熱水費は

原則入居者が負担するというふうに指針がもう既に出されています。それに町が準じるかどう

かは、今後ちょっと被災者を受け入れるときにまたきちんと内部では考えていきたいと思って

います。 

それから３点目の町の負担はあるかどうかということで、家賃は無料、それから光熱水費は

仮に入居者が原則として支払うというふうになれば、それにかかる以外のものはちょっと別と

しまして、取り急ぎはそこの負担はございません。ただ、設備関係、例えばストーブがない、

照明がない、寝具がない、そういうものをどうするかというのは今関係部署といろいろ詰めて

ございまして、既に町民の方でぜひ寝具は使ってくださいと、こういうお話をいただいていま

す。それを今どんどんストックしていって、避難者を受け入れるときはぜひそういうものも活

用したいというふうに考えてございますので、やはりそういう善意は無駄にしないできちんと
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使っていきたいというふうに考えてございます。 

それから、最後に何名ぐらい入居可能かということですが、居住の広さは３ＤＫでございま

す。６畳２間が独立して、さらに４畳半も独立しているという状況ですので、例えば４、５人

の家族は十分そこでは生活できるかというふうに考えてございます。もっと親子で、もっとも

っと世帯数が多くても１軒の家に入りたいというふうになれば、そこはまだ人数も十分確保で

きるかというふうに考えてございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） 大体わかりました。相手方の姉妹都市の仙台市のほうと具体的なスケ

ジュールはこれからだとは思うのですけども、大体のめどというかそんなに期間をおいた話で

はないと思うのです。やはり着のみ着のままで被災されて避難されている方々がほとんどだと

思いますので、その辺のスケジュールのめどというのは今の時点でわかりますでしょうか。 

それと、最低限の設備に関しては基本的には入居者と仙台市との相談なのかどうかわかりま

せんけど、基本的には入居者にそろえてもらうのか、それとも町民から善意で寄せられたもの

は活用するけれども、それに足りないものは町がいわゆる負担をするのか、その辺についての

考え方というのは今の時点ではどのようにお考えになっているでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 今すぐにでも入れる状況だと思います。例えばストーブはついており

ませんが、内部で相談したのですけど、将来家賃にそのストーブの分を反映するという考え方

もありますから、例え出てまた入ってきても、ただ、今は向こうで避難生活をされている人は

大変なのですべての部分、ただこちらに来て避難するということではなく、やはり教育関係も

あります。働く場所の関係もありますから、できる限りのものをまず整えてあげたいと思って

います。それと、洗濯機も使いますでしょう。テレビは特に被災地の関係も情報も必要ですか

ら、それはできれば町民の善意にお願いしたいと思っております。ただ、町外からも、例えば

札幌市が物資の受付はしていないのです。義援金だけなのです。ですから、もしそういう情報

があれば私どものまちに物資も受け付けますというようなことも伝えたいと、伝えてあると思

うのですけど。そういう考え方でおります。限られた財源でございますので、まず皆さんの、

道民の皆さんの善意をもって対応したいというのが、足りない分は議会の皆さんと相談して町

費で何とか賄いたいという考え方です。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

７番、玉井昭一委員。 

○７番（玉井昭一君） 今の件にちょっと関連するのですけれども、民間で住宅を持っている

方で貸してあげたいという方がいると思うのです。その中で、例えば民間でそれを貸すとした

らどういう状況になるのか。まだはっきりはしていないだろうけれども、おおよそこれぐらい

だというような指導があれば、民間の方もその内容に沿って貸してくれる方が出てくると思う
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のです。だから、そういうのをある程度の骨子を教えてもらえればと思うのです。これはやは

り議会でこれを見ている方もおられると思うので、そういうことをここであえて言ったほうが

いいのではないかと私は思うのですけど、どうでしょうか。 

○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） 玉井委員がおっしゃっている部分で、既に民間の方でも私の

借家が空いているのでぜひ使ってほしいと、こういう情報をいただいております。そういうの

をどんどん情報を束にして、それはもう即仙台市のほうに情報を送っています。仙台市は仙台

市として住宅を避難したい方も提供していますから、そこで、実は北海道の白老町にこういう

ところがあるというところが話されます。それが私どものほうにきますから、あとは無料なの

か、どこまで例えば水道代は出してほしいとか、その辺は家主さんと入居される方のお話し合

いになります。そこまでは行政はちょっと介入できませんので。ただ、情報は常に出してお互

いでお話してもらうと、こういうふうに中身はつくってございますので、あとはそういう話が

くればすぐそういった方々にも情報を出していきたいと思っています。 

○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。255 ページの公園管理の中でちょっと聞いておいた

ほうがいいような気がするのですけれども、今回やはりこの大きな地震災害また津波災害を考

えたときに、やはり河川を上る津波の状況だとか、そういったところを見たときに白老町の中

で、例えば一部地域については山と川に、はっきり言いますと萩の里自然公園とウヨロ川に挟

まれた、ああいった団地があります。すみません、防災でお聞きします。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 263 ページで２点ほど伺います。まず、町営住宅の居住環境づくり普

及啓発事業、これは緊急雇用といっていますけれども、重点分野雇用創出事業で公営住宅の入

居者の規則違反等を改善するためといっていますね。それで指導員を巡回させて住宅や駐車場

使用状況を調査して指導の事業内容と、こうしているのですけれども、そこでお聞きしますけ

ど、この規則違反となる主なもの、客体といいますか、どういうものを違反として列記されて

いるのか。そして、路上駐車や放置等の違反取り締まりとありますけれども、これはどれだけ

改善するために拘束力を持つのか。この中で規則違反と、こういう言い方をしていますけど、

この規則違反の改善を求めるということは、最終的に町は法的手段を考えた上での予算化をし

ているのかということでございます。その辺の部分について、規則違反というのは主な客体と

か路上駐車、放置で、このあたりの部分をどう最終的にまでやるのかという質問であります。 

それと、雇用促進事業団の促進住宅購入や改修事業費ですけど、これは私は担当所管ではな

いですけれども、これらの収支計算書というか資料をいただきました。よくできていると思い

ます。それで、これから見るとずっと財源として一般財源入りますけれども、最終的には収支

数字が出て黒字になってきますけれども、これは実際に独立採算制になると思うのですけど、

この収入が入ってきて収支累計してたまっていく額については一般財源で薄めてしまうのか、

あるいは特定基金を積んでそういう営繕にして充てていくのか、その辺の会計上のやり繰りを
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どういうふうに考えているのか伺います。 

○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） 大きく３点ございまして、まず１点目のことしから新たに入

れています環境づくりの対策ということで、その客体はということなのですが、一つは今前田

委員がおっしゃっているとおり路上駐車という部分が大きな点でございます。あとは住宅の自

分のお住まいになっているところがやはりお隣に迷惑をかけるような行為、例えば物を置いて

いてそれによって隣に迷惑をかけるだとか、そういったところのそういった。要するに環境全

般について対応していきたいというふうに考えてございますが、特に大きい部分はやはり路上

駐車という部分がございまして、これは展開していくやり方としてはまず注意を喚起するとい

う部分で運転席のところに張り紙をする。それが守られなかったら文章を送る。最後は車庫証

明を発行しないと。そうすると車の買いかえ等ができませんので、やはりそういったこともき

ちんとやっていきたいと思っていますし、軽自動車においては自動車の保管場所の保管等に関

する法律というのがございまして、長期間そこに占有して置くという部分も実は法的には問題

があるという部分がございますので、この点については警察とも連携しながらきちんと対応し

ていきたい。ご質問にあった法的な部分に踏み込むかという部分は、まさにこういった部分で

法的な対応もしなければならないというふうに考えてございます。それから改善というのは今

合わせてご答弁申し上げましたけれども、そういった法的まで踏み込むというふうにご理解い

ただきたいと思います。 

３点目の雇用促進住宅でございます。先の近藤委員の代表質問にもお答えしましたが、現状

では、すぐ基金にします、あるいは一般財源にしますという状況ではございません。総体的に

財政状況を対極的に見極めた上でその辺はきちんと整理したいというふうに考えてございます。 

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） 現状の問題で今わかりました。路上駐車が主なものと、こうなりまし

たけど、居住の部分についてそういう部分があるのかどうか。ということは犬、猫の苦情が非

常にあるのです。この辺の部分の整理というか取り締まりという言葉はおかしいけど、指導と

いうのか、そういう部分はそういう範疇に入るのか。これは非常に個々のケースで違ってくる

と思いますけれどもやはりこういう部分、もしそれが指導の範疇に入ってくるのであれば一つ

のマニュアル的なものをつくってこういうふうに指導していかないと、逆に非常に別な形の苦

情が出てくると思うのですけど、その犬、猫の取り扱いについてはどうなってくるのでしょう。 

○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） まず範疇に入るか入らないかという部分では範疇に入ります。

まずは入居時にこういった隣近所に迷惑をかける行為、それから特に猫はおしっこなんかは退

去されても臭いが残るという部分がございますので、やはり居室に問題をおこす行為、こうい

ったことはできないということをきちんと覚書といいましょうか、約束事で交わしてございま

す。まずそれを徹底してもらうということと、今回こういう人が入ってきたことによってこの
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辺はさらに強化していきたいと。現実にことしも職員がそういう近所の迷惑があって、その方

も理解していただいて民間住宅に引越ししていただいたと、こういうケースもございますので、

まずそういうことはきちんとこれからも展開していきたいと考えてございます。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子君。 

○３番（西田祐子君） 土木課の町営住宅の改修事業のほうで解体工事とか。263 ページとか

261 ページなのですけれども、この 261 ページで聞いたらいいのかと思うのですけど。町営住

宅維持管理経費なのか、町営住宅維持管理経費(３)もありますけれども、どこで聞いたらいい

かちょっとわからないのですけれども、以前土木課のほうで美園のほうの公営住宅の駐車場、

今もちょっと話出ていましたけど、そこから使用料ということでいただいて、そこの部分で駐

車場を管理したりとか直したり、また周辺の整備もするというお話でそのようなものをいただ

くということで 49 ページに住宅敷地使用料という形で載ってはいるのですけれども、今回そう

いうようなところがちょっと整備の金額がどこにあるのかというのがわからないのですけれど

も、これは一般会計に繰り入れてしまったのでしょうか。どうなったのでしょうか。その辺を

お伺いします。 

○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） 駐車場の整備は 22 年度で終わっておりまして、今年度新たに

整備というのはないのですけれども、来年ちょっと一部だけどうしても車の保管するだとか、

いろんなケースもあって、何を優先するかで来年は一応また出てきますが、基本的にはそうい

う路上駐車を解消するために月 500 円いただいて駐車場を整備していったというのがございま

すので、皆さんそちらのほうに車の移動はしていただいております。 

○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） 私のほうから歳入のほうの関係についてお答えしますが、駐

車場使用料、住宅敷地使用料ということで、これにつきましては財政上一般財源扱いになると

いうことで基本的にはどこに充てるということではございません。しかしながら、確かにその

駐車場を造成して、そこにそこから徴収した料金ということで、その財源については色はつけ

られませんが基本的にはこの維持管理経費の中の修繕料ですとかそういった伐採の委託だとか、

そういった経費に充てているというようなことになろうかと思います。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） 私が今回それを伺いましたのは、やはり駐車料金をきちんといただい

て、その財源でその駐車場の周りの環境を整備する。街灯が壊れていたら新しいものにかえる

とか、フエンスを直すとか、やはりそういうことでお約束している以上は例えどういう形であ

れきちんと住民の方々に理解をしていただいて、新たにできた項目ですので一般財源にただ入

れてしまって使ってしまうのではなく、やはりその辺はきちんとけじめをつけた中でやってい

ただきたいと思うのです。そうしないとやはりこれはそれぞれの目的がきちんとありますので、

そこのところは住民の方々ときちんと約束されたと私は前回土木課のほうで委員会で説明をし

たとき聞いていますので、その辺はきっちりしていただきたいと思います。 
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○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） おっしゃることはよくわかっております。そういった中で確

かに財政上は一般財源扱いだと先ほども申しましたが、今回もそういった要望が現課のほうか

らはきてございます。それで、今回(２)町営住宅維持管理経費につきましても、その辺も考慮

して前年比で約 500 万円程度プラスということになってございます。基本的にはそういった駐

車場で徴収された料金がそこら辺にまわって修繕料をふやしながら、その辺の環境をよくして

いくということで現課から強く要望がありましたので、その辺は財政のほうの担当といたしま

しても考慮した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） ９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君） 251 ページ、港湾建設事業のことでやはり聞いておかなければならな

いと思いますので。一応、港湾建設事業で２億円の予算が組まれているわけですけれども、今

回の大災害で国の財政出動というのは予想以上のものではないかというふうな気がするわけで

す。このような本事業のような国の公共開発事業というのはそういう影響はもろに受けるので

はないかという気がするわけです。今、実際には政治がとまっているというような状況という

のが一面にはありますので、これから先この計画どおりにいくのかどうなのか。ここで出され

ている、ことしはこの災害の前に計画を立てているわけですから、このとおりにいくのかどう

なのか、そのあたりをどういうふうに見ているのか、まずそのことを伺いたいと思います。 

○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） 報道等を見ても、仙台市におきましては仙台塩釜港という、

苫小牧と同じように特定重要港湾、それだけ大きな港も大変大きな被害を受けていると。東北

各港同じような港の状況になっている。これを復興するというのは相当な費用がかかってくる

と。その金額もいろいろ報道等に出てございます。そういったことを考えたときに全国の港湾

が今後どうあるべきかという部分も私も大変不安視といいましょうか、今、目前 24 年度に供用

開始を目指しているわけですから、そういった点での不安はございます。ただ、いけるかいけ

ないかではなくて私どもとしてはやはり 24 年度に供用開始させるのだと、そういう強い思いで

取り組んでございますし、もうあと１年ですから何とかその部分は残り 11 億円を何とか確保し

たいという部分で、地元のいろいろ協議会そういったところの応援もいただいて何とか事業の

採択をしていただきたいというふうに考えてございます。今のところはそこまでしか申し上げ

られないというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君） ２億 500 万円の予算を立てたわけですけど、もういよいよこれだけか

けて事業も終盤にかかっているのだということはよくわかるのです。この２億 500 万円のほと

んどが負債で賄われる。そして後で交付金で戻ってくるという形になるのだろうというふうに

思うわけですけれども、これはこの２億円のうちの交付金というのは、どのくらいの割合にな

るのか。もしその割合に変動というのが起こらないのかどうなのか。その場合には、今岩城都

市整備部長が言ったようにどうしてもこれを進めるのだということになれば、これは町の持ち
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出しというのがふえる可能性というのはあるのかないのか。そのあたりはいかがでしょうか。 

○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） 港湾債と、それから地方交付税、普通交付税の関係でござい

ますので私のほうからお答えさせていただきます。この今回の港湾建設事業にかかる起債につ

きましては、充当率 90％、それで交付税措置につきましては 50％になります。今、国のほうも

財源が厳しい折、新規事業につきましてはこの港湾事業も普通交付税の措置額率を下げてきて

ございます。しかしながら、この本事業は継続事業でございますので、これは終了するまでは

このまま５割ということで交付税措置されるということになります。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君） これから国の動き一つにかかるわけで、いろいろとまだこれから考え

なければならないことだろうというふうに思いますけれども、この 24 年度の供用開始を、一部

供用開始を目指していくという話の中で、実際にはまだ来年度に残されている事業というのも

ことしと同じように、あるいはもっとあるのか、そのあたりもちょっと聞かせてほしいのです

が。あとどんな事業が残るのかどうなのかということ。それで、今のような状況でいえば進ん

で供用開始を延期させるだとかそういうような気持ちはないのかどうなのか。今の岩城都市整

備部長の話では何としても今までの計画どおりで進めていきたいという、その強い希望はわか

るのですけれども、今このような状況の中にあって進んで一部延ばしていくと、供用開始を延

ばしていくというような、そういう考え方というのはできないのかどうなのか、そのあたりを

聞かせていただきたい。 

○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） まず延期と申しましょうか、これは国とのやり取りで今後ど

うなってくるかわかりませんけれども、最初に１点だけお答えいたします。来年も予算規模は

ほぼことしと同じくらい。大体、総体で 11 億円ですので負担割合は２億円程度というふうに考

えてございます。それと延期の考えでございますが、国とのやり取りで一定のルールがあって

負担金を納めています。その負担金を超えてまで、要するに町が例えば３分の１、国が３分の

２、あるいは 85％、15％という持ち出しの割合を超えてまで町が多く出して何としても 24 年

度に供用開始するのだということは考えてございません。あくまでもルールのもとで進めてい

かなければならない。それに関して大事なのは、きちんと国もその分の予算措置をしてもらわ

なくてはならないということです。地元のいろいろ利用するという企業さん等々とのお約束も

あります。一方では、代表質問にありましたとおり、もう 24 年度に向けての準備、協議を進め

ております。その部分をきちんとやはり守ってもらうために今後も私ども努力していきたいと

いうふうに考えてございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ０時０２分 
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再開 午後 １時０３分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 それでは、先ほどの続きであります。質疑のございます方はどうぞ。 

10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。何か途中で切れまして、余り大したことのないこ

とを質問したらまずいのですけど、255 ページの公共下水道への特別会計への繰出金の関係で

ちょっとお尋ねをしたいと思います。去年とことしは土木費全体が 11 億円ぐらい、その中で約

半分５億円が繰出金で、実質的に土木費で使われている金額というのは極めて少ない状況で、

ここに松田委員だとか堀部議長だとか古い議員さんがいらっしゃいますけど、非常に寂しい予

算だというふうに感じていました。橋梁費に至ってはこれで大丈夫なのかというふうに思うよ

うなことがあるぐらい少ない予算になっています。それで、半分を占めている公共下水道特別

会計の繰り出しなのだけれども、これは全部ルール分なのかどうか。それから今回で赤字がな

くなるということなのだけれども、なくなった後、来年度からはルール分以外の繰り出しをし

なくて賄えるのかどうか。ルール分以外のものがどれだけあって、どういう状況になっている

のか。これからの見通しを含めてちょっとお尋ねしたいと思います。 

○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） 申しわけございません。ちょっと手元に資料がないものです

から詳しい数字等はお答えできませんが、繰出金の中で一部基準内繰り出しがございます。こ

れにつきましてはし尿処理に関する経費、本来一般会計で行うべきものを上下水道会計にお願

いしているということで、この分につきましては基準外ということで支出してございますが、

それ以外につきましてはルール分ということで押さえてございます。今後におきましてこのル

ール分でいけるかどうかという部分でございますが、今回お示ししました新財政改革プログラ

ム第一次改訂版におきましてもあくまでも先ほどのし尿処理分はもちろん含んでございますが、

ルール分のみで赤字補てん等は含まず、今後も赤字を発生せず下水道会計は黒字で推移すると

いうふうに押さえてございます。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。もし、今後ルール分は繰り出すけれども、それ以

外は繰り出さないとしたら、例えば特別会計にするというような考え方にはならないのでしょ

うか。例えば上水道も同じことですね。病院なんかも同じで繰り出さなくても黒字だという、

黒字というか運営が維持できるとなれば、これは別に公営企業会計でやったって構わないので

はないかというふうに思うのですけれどもいかがでしょうか。 

○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） 大渕委員のおっしゃることについては、確かにそのとおりで

ございます。現在のところ公共下水道事業につきましては私の押さえている限りでは、まだ苫

小牧市のような維持管理のみの状況ではなくて、多少やはり今後新設といいますかそういった
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区域がございますので、その辺をクリアできればある程度安定した維持管理程度のある一定の

経営が可能になるということになろうかと思います。それで、現在下水道会計におきましても

現在の特別会計からいわゆる企業会計のほうに移行できないかどうかという検討は進めてござ

います。しかしながらここで問題がございまして、まずはご承知のとおり企業会計に移行する

ためにはすべての資産を全部把握して額を算定しなければならないというようなことがござい

まして、その辺の財源的なもの、それともう一つはやはりそれによる作業が膨大になりますの

で人員の確保、この辺のいわゆる点についてクリアできれば町民の皆さんに対する透明性とい

うような説明責任というような意味からも企業会計にする方向で検討はしているという状況で

はございます。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。なぜ私がこういうことを言うかというと、今言わ

れた公営企業会計のほうが透明性が非常に高まるし、それから複式簿記ですから、そういうこ

とでいえば非常に見てすぐわかるということでいえばいいのですけれども、逆に言うと町民に

その負担が例えば部分的にでもかかるとしたら一般会計からの繰り入れは、それはできるのだ

ろうけれども、できるのだろうけれども、町民負担がかかるのであれば下水道会計にしないほ

うがいいということも考えられるのです。ですから、そこら辺の見極めを例えば今大黒財政税

務課長が言うように検討しているとしたらどれぐらいの期間がかかりそうですか。 

○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） これは全国的に公営企業会計への移行という部分でいろんな

自治体がやはりこれは課題としてとらえている部分です。昨年から私ども上下水道課ともこの

辺を密に調整してございまして、いろんな会計が今までの会計のやり方と水道会計と同じよう

なことをやっていかなくてはならないわけですから、そのボリューム、先ほどもちょっと大黒

財政税務課長も言っていましたけど、その辺の整理をした上でその方向性というのをきちんと

出さなくてはならないという部分がありますから、今１年でできるとか２年でできるというの

はこの場ではちょっとまだ申し上げられませんけど、いろんな課題がありますのでそれを整理

した上でそういう前向きな取り組みというのは大黒財政税務課長が言ったとおりでありますの

で、もう少しその辺きちんと見極めた上で行動していきたいというふうに考えております。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） １点伺いたいと思います。261 ページの町営住宅管理事務経費の中

でちょっと伺いたいと思うのですが、町営住宅に入居されている方で高齢化に伴って、また在

宅で介護している場合に若い方が、１階に住んでいる方が若い方で交代していいというふうに

なったときにルール的には１回退去扱いになって、また新たな入居扱いになるのか、その辺ち

ょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○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） 例え話ということでありますので、要は例えば４階ですとか

２階建てにいて１階が若い方で上に高齢者がいて入れかわっていいと。双方お話がきちんと整
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理できるのであれば入っていることは事実ですから、そこで退去云々でまた別な費用というの

は、その辺は行政がきちんと入って退去時に例えばふすまがこうなっている、畳がこうなって

いる、一般的には退去するときにそれは全部整理していかなくてはならないわけです。その点

は居住者がはっきりしていって、そういうふうな双方納得の上でそういった修繕関係も納得で

住んでいる方に負担がかからないでできるということであれば、それはすべてルールがこうあ

るからとがっちりするのではなくて、そこはやはり行政がきちんと入ってお互いの話をうまく

まとめる、そういう手だてはあるというふうに思いますので、そのケースによると思うのです。

だから一概に今こんな負担が出るからどうこうということは別としましても、お互いがきちん

とその辺整理できて気持ちよく入れかわれることができるというのであれば、私どもはすべて

それはだめということにはならないというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） 例え話ではなくてちょっとあったのです。それで前家賃だとかいろ

んな関係いろいろあったみたいで結局はやめたのです。私も同じ公営住宅から公営住宅で善意

で、その方は介護している方で２階が大変だということで１階とかわろうといったときに、そ

ういったいろんなことが出てきてしまって、それだけ迷惑をかけたくないということでやめた

みたいなのです。２階で介護している方が。だからそういった問題が、今後仮ではなくて実際

に出てくると思うのです。室蘭あたりも坂の上に住んでいる方が若い方に貸して、自分は公営

住宅、それはまだ公営住宅と民間ですからそういうのは。でもきっとルール化みたいな何かあ

るのではないかというふうなことは思うのですけれども、何かそういったときにきっと対応で

きるような、担当課に直接そういうことがいったときに担当課がどういう判断をするのか私は

どういう判断をしたのかわからないのですけれども、私もちょっとお話をしたのですけれども、

私もそのルール的なものがあって、やはり入居退去１回きちんとやって、それからまた入居の

契約をしなければだめなのかというふうにちょっととらえたものですから、その辺はではその

ときの事例に応じて対応の仕方があるということでとらえてよろしいですか。 

○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） 多分、担当としては、今のルールがあるからどうしてもその

基準に沿ってお話をしたのだと思うのです。それは決して間違いではないと思います。ただ、

今そういうお話が現実にあって、お互いがそのことをきちんとできる。それでもっと細かいこ

とをいうと、住民票の変更もありうるのです。何番何号というふうに。そういったこともお互

いがきちんとそういうこともやると。こんなことまで本当はやらなくてはだめだったのと。そ

ういうことのトラブルがないようにやはり整理をきちんとしなければならないと思います。そ

ういうことが全部クリアされて、あとはお金の面で敷金ですとか、そういった部分が同じアパ

ートにいて上、下かわるということであれば、詳細なことは別としてやはりその部分はきちん

と私どもも相談にのりたいし、もし今後もそういう介護的なことで福祉の面でそういう部分が

必要であれば、また規則も見直しをしなければならないかというふうに思いますので、その辺

はまだ協議させてもらいたいと思います。 
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○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。 

○１１番（土屋かづよ君） 11 番、土屋です。公園管理費についてちょっとお聞きしたいと思

います。 

もう１点、土木工事でクッタリウス川の改修工事がありますけれども、それはいつ頃行われ

るのか。 

○委員長（及川 保君） 河川は終えているのです。それでは全体のときに河川のほうをしま

しょう。 

11 番、土屋委員。 

○１１番（土屋かづよ君） そうしたら公園管理費のほうの。たしか６年、７年ぐらい前に萩

の里公園のところに町民植樹祭が行われました。たしか 4、500 本の苗木が植栽されたと思うの

ですけれども、その後の管理はどのようになっているのか。それと、どちらかに委託をされて

いるのか。そのことをちょっとお聞きしたいと思います。 

○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） 町民植樹祭の件でございます。これは実施、事業主体は花と

緑の会が実施しております。そこに町が補助金を出して実施していると。そのものの管理は花

と緑の会が実施しているという状況であります。 

○委員長（及川 保君） 11 番、土屋かづよ委員。 

○１１番（土屋かづよ君） 私は去年もあそこへ行って見たのですけれども、余り手入れがな

されていないようなのです。それで実際に草に埋もれていて枯れている木なんかも結構あるわ

けなのです。その辺、せっかく町民の皆さんが植えたものですから、やはりその辺の世話をも

っとして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） 確かに昨年もそういうご質問がありました。土屋委員がおっ

しゃっているのは萩の里公園の西側の部分だと思います。専門医にもちょっと診ていただいた

のですが、以前山があったところを切り開いてやったということもあって、余り養分というか

栄養度が少ないということと、地下水が高くてどうしても根が枯れてしまうと、こういうこと

がありました。今現在、去年もちょっと草刈りをしてなるべく環境を整えたのですが、もう８

割程度が枯れているという現状があります。以前にもご意見を参考までにいただいたのですが、

例えば家庭にある潅木とか、そういうものを町民が募ってそういったところに客土、いい土を

盛るような形でそこに植えていったらどうかと、こういうご意見もいただいておりました。萩

の里自然公園の管理委員会あるのですけれども、そういったところにもお話をしまして、今い

ろいろ検討をいただいているのです。その後、それをどうやって管理していくかということも、

ただ植えればいいということではなくて、今後の管理もありますから、そういった会議でもそ

ういうお話をさせていただいておりますので、そこの結果といいましょうか、方向性を見た上

で今後の対応はしていきたいというふうに考えております。 
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○委員長（及川 保君） 11 番、土屋かづよ委員。 

○１１番（土屋かづよ君） そこの土壌が悪いというのは非常に悪いのですね。このまま放っ

ておくとことしのうちにそれこそ全滅するかもしれません。ちょっと雨降った後に行ってみる

とやはりぬかるみがあるのです。だからやはりあそこに将来的に植物を植えて、そこを町民の

皆さんが活用するのであれば、やはりある程度早く土を入れかえるとかそういうふうなことか

ら行ったほうがいいと思いますけど。 

○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） そのことも含めまして、円卓会議で今どういう方向性を持っ

ていくか、場合によってはその部分の客土分は町がもって対応しなくてはならないこともあり

得ますので、その辺の今協議をしている中で方向性は見極めていきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ほかありませんか。 

12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君） 12 番です。今の公園に関連するのですが、先般の地震があったので

すが、萩野の方々は萩の里に走って行ったのです。私、先般 18 日に住民に呼ばれてかなり説教

をされたのです。地震で避難しようと思ったらかぎがかかっていると。何のための公園なのだ

と随分私は怒られたのですが、萩野の避難場所といったらあの公園が適当だと思うのです。そ

れで、今後を想定して、あの上にもう少しグラウンドぐらいの大きな広場をつくっておいて、

木を少し、丸太を切って草を刈って、そして何か町民があの上で何か遊べるというか、スポー

ツでもできるような、平らな広場みたいなのをつくっておいて、避難をするときはそこに行き

やすいような方法をかえたらどうかと私は思っているのです。あそこにケネルハウスあって、

いたずらされるとかでかぎがかかっているのはわかるのだけれども、実際問題逃げるときにか

ぎがかかっていてできなかったというのは随分私はしかられたのですけれども、あのかぎはや

はりどうしてもつけておかなくてはならないものなのか。とにかく外してくださいということ

を随分強く言われたのですけれども、恐らく役場にもこういうこときているでしょう。私は今

こう言うのは、あの人にまた返答をしなければならないから、議会できちんと言っておいたと

言わなければならないものだから今質問したのですが。私はあの上に大きな広場でもつくって

人が出入りするようなやり方をしたらどうかと思うのですがどうですか。 

○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） 公園整備の一環でのご質問というふうに受けとめます。お話

があったとおり私どものほうにも電話入ってございまして、せっかく公園で山があって高いと

ころなので１番避難しやすいということもありました。それで今ご質問があった中でそういう

広場の必要性が出てくると。確かに避難するとなるとそういう部分のエリアも必要になってく

ると思います。今後の話になるのですけれども、今、今回の災害の関係でいろいろ本部会議を

開いている中では防災計画の見直しもやはり考えなければならないのではないかという話も実

際出ているところなのです。そういう計画の見直しとなった場合に、ではあそこの場所、津波

のときの避難場所にきちんとして、そういう場合はどういう体制で。通常公園管理上でかぎは
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ついていますけれども、そういったときにではかぎは誰が開けるのか。車も入れることにする

のか、あるいは車は駐車場において歩いてもらうことにするのか、そういうこともきちんと計

画の中に盛らなければならないのかというふうに思っていますので、今いただいたご質問を参

考にしながら、その辺の見直しの作業に入ってくることになると思います。 

○委員長（及川 保君） 公園のかぎのことももう少しその辺も理解してください。 

ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは次に進みます。９款消防費に入ります。この消防費の中に

は災害対策費も含んでおるということをご理解いただきながら質疑をお願いしたいと思います。 

５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） その災害対策費のところで伺いたいと思います。272 ページ災害対策

費全般でございます。今回白老町の津波は最高水位で港の 1.8 メートルでございましたけれど

も、いぶり中央漁協白老支所の建物の本当にすぐ手前まで、あやうく床上になりそうなぐらい

まで水はきておりました。私も現場にちょっと行ってみておりましたので、そういう状況でご

ざいました。それで、当初の大津波警報、これは北海道の太平洋側６メートルから８メートル

というような最高で８メートルと、こういうような警報が出ていたわけでございますけれども、

仮にもし６メートルから８メートルぐらいの大津波警報どおりの波がきていた場合は、今回町

が指定された避難場所では要件を満たさなかったのではないのかというふうに思うわけでござ

います。それが指定の仕方が悪かったとかこういう話では決してございません。と申しますの

は、本当に緊急なことでございまして、時間のないところで職員がほとんど全員帰らない状況

の中で防災担当が中心となって善後策を練っていたわけでございます。そういった中で、今回

まず６メートルから８メートルぐらいの波がきたときは、どのぐらいまで白老どういう状況に

なっていたのか。これをちょっと推定できる範囲で結構です。お答えいただければと思います。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 公共施設等の標高といいますか、海抜高を申し上げればおお

よそイメージしていただけるかと思いますけれども、一応一つの目安としてはＪＲの高さとい

うのがあります。ＪＲの高さはここでいうと鉄南といわれる線路の山側に入りますけど、ちょ

うどそのＪＲの高さが６メートルでございます。それであと役場がちょっとそれより低く 5.4

メートル、白老中学校が 5.2 メートル、海のすぐそばですけれどもある程度の高さがあるとい

うことでございます。ちょっとその８メートルという高さがどこまでかというのは押さえてい

ませんけれども、緑丘小学校が 13.9 メートルということですので、あれは１段高くて４、５メ

ートルぐらいですから８メートルということになるとかなり市街地の奥まで入ってくるかと。

高さ的にはそういう想定がなされるかと思います。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） そこで、先ほど公園の質問のときに岩城都市整備部長のほうからも答

えがちょっと出てございましたけれども、やはり今回のこの災害に対して想定外の状況になっ
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ているということでございまして、防災計画の抜本的見直しが急務であるとこのように考える

わけでございますけれども、この辺についての見解をお聞かせいただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 現在の白老町地域防災計画、平成 12 年が今のところ公式な改

正でございます。その間いろいろ組織がえもあって現在といいますか昨年度から見直しの準備

作業は進めているのですけど、まだ最終的な改定になっていないということでございます。こ

の中の、特に津波の部分で申し上げますと北海道の防災計画、この太平洋側に合わせた中での

潮位予測というのをベースにしてございます。北海道東部の地震が到達時間 75 分、道の平成

12 年当時の防災計画では津波の水位は 25 センチとかなり低い水位で、そのほかに潮位が高い

ときは 90 センチぐらい上乗せになりますと。また低気圧がくると海面上昇になりますというこ

とで 30 センチ、合わせまして 1.45 メートルの一応そういう想定での防災計画ということです

から、今回の大津波ははるかに想定を超えるものでございますので、どこまでの津波の潮位予

測でこの計画を見直すかという部分については、道においても当然道の地域防災計画の見直し

を行いますので、それに合わせた前提の中でなるべく早く見直しをかけていきたいと思ってお

ります。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） ちょっと今の答えではなかなか納得できないです。と申しますのは、

今回大地震が起きてすぐにライブ中継があったわけです。あのライブ中継で大津波がきて道路

走っている車だとか波にのまれるライブ中継を見た方々が白老霊園ですとかあるいは栄高校、

ああいうところに殺到していたと、こういう状況があるわけで、道の見直しを見ながら町もと

いうことでは、これは私はいけないと思うのです。やはり町としてこういったときに、では実

際にどういうところに避難したらいいのかと、これは早急にやらなければならないことだと思

います。これは道の考え方を待ってと、こういう話ではないと思うのですが、この辺を含めて

お尋ねします。 

それともう１点ですけれども、私が所属している委員会で昨年阪神淡路のそういうところの

被災したところを見学してきたわけですけれども、そのときに神戸の市役所自体が破壊された

ことによってライフライン等々のデータがすべて紛失して、その結果ライフライン復旧にも遅

れる一つの要因になったということがわかったのです。今回の津波でまち全体が壊滅的になり

ましたね。いわゆる人の名簿から何からすべて台帳も全部消失しているようなところもありま

す。そういったことで、大事なデータをどこか集積できるような、集積というか町ここだけで

はなくて、そのデータをどこか保管をしていただくようなそういうような仕組みをつくれない

のかどうなのか。この点についてもちょっとやるべきだと思うのですがいかがでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 今回の東北関東大震災で我々も大きな教訓を実は受けまして、教訓と

同時に対策本部も立ち上げました。そこで反省すべき点も多々ありました。今回の大津波でご

ざいますけれども、同じ太平洋沿岸で起こった話ですからプレートから国道までの距離はあっ
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たとしても、想定されないかといったら、想定されると思います。ただ、あそこは三陸海岸で

すから狭くなっているのでどうしても潮位は高くなるのですけれども、それにしても今回のこ

の震災の教訓は、我々のまちでもありうるのだということをまず考えなければならない。そこ

で、今回４月１日の人事異動を含めて６月に若干その防災のための組織も強化しなければなら

ないと実は思っております。また、防災に関してかなり何と言いますか、知識だとか、あと町

民に対しての情報提供の部分を含めてちょっと専門的な部分を養成しなければならないと実は

思っています。それに関して今回この後多分、国のほうでも何らかの対策を自治体に対してす

ると思います。それは例えば研修会とか防災計画の見直しだとか、そういう動きが間違いなく

国、北海道であると思います。そこに職員を派遣するなり、専門的な職員を育てると実は思っ

ています。なぜかというと、先ほど松田委員のほうから出たのですが、うちの避難する場所が

限られたところしかないのです。高いところ。実際、あの大震災のときは栄高校の道路が渋滞

してすごかった状態なのです。それからゴルフ場にも行った人がいます。今のお話ですと本当

に萩の里が本来１番いい場所なので、萩野、北吉原であとあるといったら柏洋団地の上のほう

ぐらいですね。ですから避難場の抜本的な見直し、そして公共施設の建設場所のあり方、先ほ

ども出ましたけど中学校はすぐ国道に近いところにあります。今後、公共施設、将来にわたっ

て公共施設の建設にあたっては、そういう部分を十分に考慮した上で建設しなければならない

と。それと、公共施設が第一の避難場所であるということも前提にしながら、プロに近い人間

を、頭のやわい人間をちょっと養成しなければならないかと。若い人材を。これは緊急課題と

して実はとらえておりますので、我々のほうでも防災計画の見直しと同時に人材もちょっと育

てたいと思っております。 

以上です。住民基本台帳とかそういう大事なあれについては、私はちょっとそちらのほうは

うといので担当の。要するに、今回住民基本台帳が全部流れましたね。それだとか、ライフラ

インのそういう大事な書類関係を今の役場だけではなく、どこか被災のあわない場所にもう一

つ移転しておくべきではないかと、そういうことですね。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） まず、基本となる住基データの関係を申し上げますけれども、

住基データ等の基礎的なデータ、今役場にサーバー等を置いてやっておりますけれども、最近

クラウドという市外の台帳データセンターに置くと。そういうシステムができておりますので

基本的に住基データはそのようなシステムを活用しながら、次の導入のときはそういうバック

アップ体制をできるようなことも含めて検討すると、そういう方向の中で現在ちょっと打ち合

わせ等を、今後の計画について検討していると、そういうような流れはございます。 

○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） 情報管理という立場で私の企画振興部で情報管理をやってお

りますので、やはり今辻生活福祉部長のほうからお話がありましたように、そういったデータ、

地元にある部分と常日頃使うものと、それとそういう災害等が発生したときにバックアップす

るものと、二種類そろえなくてはいけないと。これは、どこもみんなそういう危機管理の仕方
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をします。そういったときにやはり今、辻生活福祉部長のほうからありましたように、そうい

ったライフライン系も菅網図、水道の管網図、下水道の管網図、実は私も阪神大震災のときに

道の要請で３週間後に神戸に行っているのです。そのときにやはり下水道に箱尺を入れても、

どちらが下流か上流かわからないような状態なのです。もう、マンホールに入れるたびに箱尺

が上下するのです。そういうような状況にもなりますので、その辺図面さえきちんとあると、

どんな人たちが応援にきてもすぐ復旧体制に入れるということもありますので、そういったイ

ンフラ系のデータもこれから、膨大なお金もかかるとは思いますが、順次クラウド化して、外

部でそういったものを保存するという、そういうような取り組みを一歩一歩やっていきたいと、

このように思っています。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君） 275 ページ、防災無線のことで聞こえた、聞こえなかったってかなり

うるさかったのではないかというふうに思うのですが、このたびの行動で防災無線が果たした

威力というのはどうだったのか。そこの中から得られる教訓というのは何だったのか。そのあ

たりを教えてほしいということと、それから消防自動車が普通出動すると思うのですが、出動

したとすれば私は全然姿が見えなかったのだけれども、どの範囲で出動されたのか。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） まず防災無線の部分でございますけれども、当然津波警報が

発令され、それが大津波警報にかわってきたと。その情報を的確に伝えなければならないとい

うことで、サイレンを含めその情報は流してございます。それがどこまで浸透したかという部

分では、ちょっとまだそういう聞き取り等の押さえがございませんけれども、避難された方が

たしか 1,000 名を超えるような数になったかと思いますので、ある程度、テレビ等での確認と

かそういうのがあるかと思いますけれども、これは初期の役割というのは果たしたかと思いま

す。また、その後の避難所の情報等も一応流してございますので、こういう緊急時の一定の役

割はまずは果たせたかと考えています。ただ、やはりどこまで伝えるという部分の押さえはま

だしてございませんので、その辺のちょっと把握した中で今後の対策というのを検討してまい

りたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 中村消防署長。 

○消防署長（中村 諭君） 消防自動車の広報活動についてご説明いたします。当日、地震が

発生いたしまして、当然地震による火災の発生、それから傷病者の発生、そういうものが想定

されます。全員招集をかけた後、役場の対策本部の指示によりまして萩野、北吉原地区の国道

から海岸ぶち。それから竹浦、虎杖浜地区、これを消防自動車によって広報を実施しておりま

す。基本的に同報無線の広報で実施していますが、どうしても聞こえないということもあると

いうことで要請がありまして、行動をとらせていただいています。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君） こんなことを聞いたのも、実は私はずっと家にいたつもりなのですけ
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れども、全く何も聞こえなかったのです。これはもちろん放送も聞こえなかった。それから消

防自動車の音も聞こえなかった。そんな中でどうだったのかと。テレビを見ていまして、白老

町全世帯に避難勧告が出ていたというのを見てびっくりしたのです。音は最高に出したのだろ

うと思うのだけれども、少なくても一番最初に出す警戒音というのですか、警笛ですか、その

音というのは大体は最大に出してくれると聞こえるのではないかというふうに、それが聞こえ

たら表へ飛び出して放送を聞くということになるのだろうと思うのですけれども、その一番最

初の音も聞こえなかったというのは、これはどういう状況なのか。それはどうなのでしょう。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 緊急時のサイレンは最大の音量で出すということになってご

ざいます。今回もそのように出たというふうにはとらえているのですけれども、実際そういう

お話もございますので各町内会長さんにまずは聞き取りをして、この全町的な中で津波警報、

大津波警報が出たときの防災無線の聞こえぐあい、それについて把握させていただきたいと思

います。本来的に聞こえないということはあってはならないと思いますので、まずはその状況

をつかまえたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君） 普通の放送だったら聞こえなかったと笑っていられるのですけれども、

災害の緊急時に何も聞こえなかったということは絶対あってはならないことだというふうに思

うのです。それで、何とかその辺は検討を加えてほしいと。場所によるのかどうかわかりませ

んけれども。 

もう一つだけ聞いておきたいのですが、町内会長宅に防災無線のかぎを預かっているのです。

実際にかぎを預かって、それが町内会で非常災害や何かのときに使っていいということになっ

ているのです。実際にはそういう場合というのは全町的なものでもありますし、自分の町内会

だけでそのものを使うということはあり得ないだろうというふうに思いまして、こういう災害

のときに、ではこの預かったかぎは一体何だったのだろうと、どういうふうにすれば有効なの

かということが全くわからないのです。それで、役場のほうでは、これは全町内会長に配った

その理由というのをもう少し明確にして、実際に使えるのだったら使えるようなことというの

を指導していただければというふうに思うのですが、そのあたりいかがでしょう。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 防災無線、各全町内会に設置ということではないので、最寄

りの一番近い町内会長さんにちょっとかぎをお預けするような形になっていますけれども、こ

のかぎを実はお預けするという部分では町内会長さんの要望もあって、普段のいろいろな町内

会活動あるいは地域活動の中で使いたいという部分の中で、その地域限定の中で一つの防災無

線の子局から放送できるようにと、そういう部分でお配りしたと、そういう理由でございます。

実際お配りした町内会長さんには担当が出向いてそういう操作方法をご説明しています。それ

で今回この緊急時の災害の部分での利用というのは基本的にはかぎを渡すという部分では想定

していない使い方でございます。普段の日常の中で使っていただきたいと。緊急時はやはり、



 35 

当然災害対策本部なり役場から一斉に流すと。そういう部分の前提の中で日常活動の中でいろ

いろ要望があるものですからお配りしたと、そういうことでございます。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 先ほども申し上げましたが、反省は反省ということで、今のご提案も

聞こえないということであれば町内会長がかぎを差し込んでまた自分の町内だけでも聞こえる

ようにということで、それが徹底できれば何と言いますか、被害者が少なくなるということに

なると思います。ただ、これも町民の皆さんにお知らせしなければならないのですが、地震が

あったと、それから今の家というのは密封性がすごいのです。ですから、モラルとして地震が

あったらやはり窓をちょっと開けるということぐらい町民の皆さん意識していただかないと、

これは絶対聞こえないです。私の家も。地震があったときはすぐ窓を開けるように言っている

のですが、これも町民の皆さんに徹底しなければならないと思います。自分の命は自分で守る

わけですから、特に町内会には逃げられない、町内会長さんはわかると思いますが、自力で避

難できない人が必ずいるわけです。ですから、町内会長はその辺大変だと思うのですけど、そ

の辺は再度そういう極細かな部分も含めて防災計画、そして防災思想というのですか、そうい

う啓蒙、啓発を進めたいと。まずは防災計画の抜本的な見直しということをこれから進めたい

と思っていますので、ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ８番、近藤守委員。 

○８番（近藤 守君） 反省ついでになるのですが、避難所の対応についてお聞きしたいと思

います。私のほうは、萩野、北吉原地区は萩野小学校に今、避難するということになっており

ます。それで津波が発生して各海岸地区の町内会長は全部今の防災無線とか、いろいろな形で

小学校のほうに避難しました。大体一時期 150 人ぐらい入ったと思うのです。そしてそのとき

に萩野小学校ではスリッパを用意してスリッパでもって校内に入れたと。そしてそのスリッパ

が足りなくて中学校から借りてきたというようなことで、廊下は汚れたら掃除すればいいわけ

ですから、なぜとりあえず土足のまま上げてもらえなかったのかと、かなり杖をついたり足の

悪い人がいるものですから、まずその点が１点と。 

それと校長先生が頑張っていたのですけれども、学校の責任者であって防災としての避難所

の責任者ではないと私はとらえているのです。そういうことからすれば、きちんと最初から萩

野地区の防災の責任者、避難所の責任者は誰ですということを周知してもらえれば、その人の

指示に従っていろいろできたと思います。それで 150 人ぐらいの人が、とりあえず入りました。

中でいろいろあったのです。避難する場所が音楽室でかなり遠く回って 150 メートルぐらい歩

いてから行くとか、それでもって今の例の左側の子どもの支援センターのあそこから通路を通

って行くようにして近くで行ったのですけれども、最終的には空き教室の玄関の右側の２教室

を空けてそこに避難しました。それで大体４時ぐらいになってしまうと、ぼちぼち５時頃帰り

はじめたのです。でもまだ避難の津波警報が出ているのですけれども、一人帰るとみんな帰る

のです。それで３分の１ぐらい出たのです。でもそれをとめることもできないと。その辺で責

任者がいないということだと思うのです。そして夜になって、やはり 7、80 人残っていました。
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食事の、やはりお腹が空いたからといろいろ言ったものですから食事のことをあれしましたら、

たしかパンと飲み物 30 人分ぐらい、とりあえず第１回目きたのです。でもそれだとやはり取り

合いになってしまうから、もう少し待って少なくても全員に１個ずつでも当たるようにしてく

ださいということで、おにぎりがきて食べました。そして大体９時近くになって、２回目の防

災会議か何かあったのですか。そのときにまだ警報は解除されないものでみんな帰りたくてし

ようがないのです。それで、結局は帰ってしまったのです。自己責任だというようなことを言

ってみんな帰ってしまったのです。とめることもできないと。そこに玉井委員もいたのですけ

れども、みんなが帰って 10 時になったら布団がきたのです。70 組持ってくると言って 50 組持

ってきたのです。もう帰ってしまって誰もいないのです。その辺の後手後手のこともあって、

それはいらないだろうと。もう 50 あればいいということで、それでしたのです。そして、私た

ちはそれで帰ったら、その後で北吉原のほうから６人の方が泊めてもらいたいということで朝

まで２階で泊まったというような状況がありまして、非常にその辺の避難所側のあれが余りよ

くわからないと、大変町民からも不安な声があるものですから、その辺もう少ししっかりして

ほしいと。 

それともう１点、東萩野の町内会の皆さん 25 人は、一時萩野生活館のほうに避難したので

すけれども、あそこは畳とかいろいろ敷いてあるものですから、そこに避難をして翌日のたし

か夕方までいたということで、その人達は大変よかったと安心できたというような話を聞いて

おります。その辺のことで何かありましたらお願いします。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 今回、津波で避難していただいた方で避難所運営でいろいろ

かなりの反省点あろうかと思います。この避難所を開設して、その後の運営をどうすると、そ

の辺の準備のシナリオといいますか、そういうものがやはり十分ではなかったと。また、時間

的に３時前ということで、すぐ夕方、夜に入るということで、この食事とか布団の手当、これ

は人数を見ながらという部分でいろいろな津波といいますか、波の高さの観測等の中で合わせ

てやっていたということで本部もちょっと戸惑ったと、そういう部分があってかなり反省して

ございます。また、人の配置の部分では避難所を設置してからちょっと多少時間がかかりまし

たけど、職員は一応２名配置するようにしましたけれども、その部屋の設定も当初のシナリオ

というのは特になく、また学校にお任せしてしまったと。そういうことで、ちょっと遠い場所

になったと、そういうお話でございます。もろもろのこういうような部分、今後もあり得るこ

とですので、今回使われた方の中で近藤委員のおっしゃるようなお話、聞き取りできるものは

聞き取りをして次の、本来あってはいけないことなのですけども当然あり得ることですので、

次の避難所開設に備えてある程度の対応の準備ができるような、そういうようなものを防災計

画にそこまでは盛り込めませんけれども、一つの避難所運営のシナリオというのを検討させて

いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 11 番、土屋かづよ委員。 

○１１番（土屋かづよ君） 11 番、土屋です。これは地域によって温度差があるのかどうかわ
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からないのですけど、字白老のほうでは数名ぐらいが避難されたと。萩野も避難されたと。た

だし、現状で言いますと虎杖浜は全く危機感がなかったのです。私は地震が発生してから浜の

ほうに電話をしたのですけど、大丈夫だ、津波はこないのだと。それで障がい者もいるもので

すから、今度車で行って避難をしようと言ったら、大丈夫だと。こちらが変に危機感を持って

いて何かちょっと、これが昼間であったからよかったのですけど、夜中だったらもっとどうな

っていただろうかということと、それに関して啓蒙活動のあり方というのが今後問われてくる

と思うのですけど。私が避難する人に聞いたときにどこに避難をするのと聞いたら小学校だと

言うのです。もう一人の人に言わせれば小学校なんて波がきたらいっぺんにもっていかれると。

だったらあそこに高台にホテルが二つあると、それから水産加工屋さんがあると、そういうと

ころに避難できるような体制をとったほうがいいのではないかと。やはり皆さん話すのでは、

あれぐらい地震がきたら、それこそ白老で残るのは森野と飛生と林間ぐらいしかないだろうと

いうのを口をそろえて言うのです。だから、そういう部分では民間のそういう施設なども利用

することも可能ではないかと思いますけれども、どのようにお考えになっていますか。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 各地区の避難された方、ちょっと具体的な数字は持ってきて

いませんけど、土屋委員がおっしゃるように虎杖浜地区と社台地区がかなり少なかったと。一

桁に近いぐらいの、たしかそういう数字だったような記憶してございます。私も本部につめて

避難される方の人数を１時間おきに把握する中で、なぜ虎杖浜とか社台が少ないのかと、そう

いう思いはしました。そういう部分では、町民の中に地区の違いでの温度差というのは確かに

あったかと思います。こういう部分についてはやはり最初の大津波警報の後、また余波という

のはちょっとどういうふうにとらえたかというのはあるかと思うのですけれども、この辺の津

波に対する、特にはっきりと時間的にあと１時間先とかわかる状況の中で、ここの部分の温度

差というのはかなり実際東北地方と同じようなもし津波がきたら被害というのはかなり甚大だ

と思います。そういう部分では、今回の被害を実際各町民の方もテレビで目で見ていますので、

大分感覚というのは、まだ津波がくる前に比べると違うのかと思いますけれども、ここの部分

はしっかり啓蒙といいますか、やはり白老の場合どのぐらいの津波がきたらどこまでの区域が

広がりますと。これは防災計画の見直しの中でしっかり情報提供していきたいと思います。ま

た、避難所の位置のお話もございましたけど、これも合わせて防災計画の見直しの中で、これ

までの防災計画はどちらかというと大雨災害等が中心の位置づけで避難所等を決めている部分

もございますので、特に津波に限定するとその位置的なもの、高さの部分が大事な要素になっ

てきますので、施設の中で特に津波の場合はという部分の整理も合わせて検討させていただき

たいと思います。 

○委員長（及川 保君） 11 番、土屋かづよ委員。 

○１１番（土屋かづよ君） 日頃から私たちも気をつけなければならないのですけれども、特

に白老の場合は鉄南に集中して老人福祉施設とかたくさんありますね。そういう施設で働く人

たちの人員がぎりぎりの中で、もしああいうものがきたら、果たして収容されている人達の命
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が守られるのかということも非常に心配していたわけなのですけれども、だからそういう部分

では１年に１回何かの日に訓練をやるとかではなくて、常日頃から町民も含めて訓練に参加し

てやはり啓蒙活動を続けていくような、そういうような何らかの取り組みがあっていいのでは

ないかと思うのですけれども、どのようにお考えになっていますか。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 具体的な、現段階でのこういうふうにしますというのはない

ですけれども、今後もいろいろ、特に災害弱者の方の誘導とか、あるいはそういう福祉施設で

の対応を検討していかないとならないと思います。例えば老人福祉施設ですと２階建ての建物

があれば２階の部分というのは標高５メートルプラスアルファで７メートルとか、８メートル、

全員が高台まで行くという時間的なものが確保できるかできないか、その辺のことも含めて、

場合によっては施設の中でより高い場所、２階とかあるいは屋上があれば屋上にと、そういう

避難訓練的な、そういうものについては町のほうも指導しながら定期的に取り組む必要があろ

うかと思います。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） 275 ページですか、防災無線のことでお伺いします。今まではちょっ

と災害のことについて集中をしたのですけれども、防災無線、今現在たしか夕方４時に音楽を

かけていると思うのですけれども、最近小学校のほうの下校するときのチャイムの時間と防災

無線のチャイムの時間が違っていると。できれば学校と、学校のほうが帰りなさいといった時

間、もう自宅に帰りなさいといった、小学校なんかは今は５時だというのです。そうすると防

災無線のほうは４時になっていると。保護者の方々とか、そういう関係の方々は今回の災害の

ことに関しましてやはり非常に関心が高くなって子供たちも敏感になっていると。そういう中

でやはり帰りのチャイムの時間がきちんと学校のほうと防災無線と連動してくれることによっ

て親たちもそうだし、周りの人たちにもぜひそれを聞いたら家に帰るように指導してほしいと。

やはりそういうところで、ぜひ学校を帰る時間帯、夏になったらたしか６時になりますね。白

老のほうの防災無線も。その辺連動できないものかどうなのか、いかがでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 防災無線の今現在夕方４時の夕焼けこやけのチャイムといい

ますか、その部分は西田委員がご指摘のとおり、季節によって夏場は 18 時、そして冬場は 16

時、最近急に３月になって明るくなってということで、まだ 16 時ということになっております。

この辺は、16 時、18 時を決めるにあたって、ある程度関係者と相談しながら決めたというふう

に聞いてございますけれども、ちょっと決めるときに学校側の意向の把握はどうだったかとい

うのは押さえていませんので、その辺の確認をしながらまたさらに何か見直しと言いますか、

見直しをしなければならないものがあれば検討したいと思います。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員。 

○１４番（氏家裕治君） 14 番、氏家です。萩の里自然公園の使用目的また役割というものの
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中には、防災拠点また避難場所としての役割もそこに含まれていると思います。その中で数年

前にもこういった質問をさせていただいたことがありますが、萩の里自然公園の周辺にいらっ

しゃる方ほとんどが高齢化が進んでいる方々がいらっしゃいます。まず今回の津波災害なんか

を見ますと、いち早く高台に逃げることが大事だという観点から考えますと高齢者の方々が萩

の里自然公園を避難場所と求めて歩いて行かれるというのはなかなか難しい部分があると。確

かに先ほど松田委員が防災ではなくて公園管理の中でそういった話もされていましたけれども、

南側には管理さくを取り除けば車で上がれるというのは車路が用意されていると。でも東西に

わたっては、人が歩く道は何本か通っております。ただ、今回の大津波警報が出たときもそう

なのですけれども、あの海岸のお年寄りをさあ歩いて逃げましょうというわけにはいかないの

です。どうしても近くにいる人たちは、お婆さん車に乗りな、一緒に行くよと言って乗せてい

く形になります。そうなるとやはり東西にそうした避難車路、そういったものがどうしても必

要になってくるでしょうと。そして先ほど松田委員が言われたような、もう少し上のほうにそ

うした広場も必要になってくるのではないのかと。そういうことがやはりあの周辺には私は必

要な気がします。やはり計画立てて、通常のときには使わなくていいわけです。それこそ防護

さくでもって車が上がれないようにしておいてもいい、またあそこの自然環境を守りたいとい

う団体の方々ともしっかり話し合いをしながら計画的にそういった車路の整備について進めて

いく計画がないかどうか確認しておきたいと思います。これからの防災計画の見直し関係もあ

ると聞いていますけれども、その中でそういった計画がないかどうか確認させていただきます。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） まず避難所という観点からちょっとお答えしたいと思います

けど、実は町で防災マップつくってございますけれども、萩の里公園のセンターハウスは施設

的には小さい施設だということで、実は避難所には入れていなかったと。これはそういうこと

でございます。今回のこの東北地方の津波災害の部分の教訓としては、氏家委員がおっしゃる

ようにやはり高台にある施設の利用というのは、まず津波があるという警報が出た段階の応急

の避難場所としてはやはり位置づける必要があるかと思います。ただ、それに対してのアクセ

スというか、道路の部分では正面からのかぎの問題もありますけれども、ちょっとその避難車

路というのはどういうふうに検討したらいいのかという部分もありますので、まずは高台の地

区に避難する、そういうルートなり、その後の施設の運営も含めて、飴谷町長も先ほどお答え

していますように防災計画の見直しの中で十分検討していきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員。 

○１４番（氏家裕治君） 氏家です。これはわかりました。ただ、辻生活福祉部長、あの上に

あるセンターハウスを利用するとか何とかではないのです。まずは一時避難なのです。そこに

避難して、その後は例えば災害状況を見ながら小学校、中学校に避難場所を求めるだとか、そ

ういったことができるのです。本当にまず大事なことは高台に逃げる。今回は津波災害のこと

を教訓にして、ただそういったことがやはり今後求められると思うのです。まずは一時避難、

その後の二次、三次についてはこれからの防災計画の見直しの中で多分考えられることでしょ
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うから、そういったことも含めて、まずは一時避難のことについてしっかりとこれから計画立

てて考えていっていただきたいと。その中にはいろいろな支障があると思います。自然環境を

守る団体だとか、そういった方々との話し合いも当然必要になってくるでしょう。でも、日々

そういったことに前向きに取り組みながらやっていかないと解決していかない問題です。こう

いったことは。前に質問したときには、そこの近辺の町内会の方々がそこには車路なんかいら

ないというお話も聞いておりました。でもそんなことは言っていられないという、そういう現

状が今、近くの東北関東大地震を見たときに、そんなことは言っていられないと。これは、ま

ちとしての施策の中で考えていかなければいけないという、そういう観点にたって考えていた

だきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） ただいまのはごもっともだと思います。それで、今議論されているの

は萩野だと思いますが、例えば社台はほとんどないのです。社台はないから、ではどうするか

といったら、一番有効なのは例えばゴルフ場でしょう。社台のほうからも入れますので、そこ

までやはり考えないとならないと思っています。まずは、氏家委員が今言われたとおり一時避

難なのです。その後、屋根がついたところ、ストーブがついたところに避難すればいいわけで

あって、まず命の問題なのです。そういうのを当然考えながら素案の段階でもまた議会の皆さ

んと相談しながら、また議会のほうのご提案もあると思いますので、一つのものをつくる前に

は必ず議会とその辺の議論、皆さん知っているわけですから、しながら一つのいいものをつく

りあげたいと思っていますので、ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員。 

○１４番（氏家裕治君） 氏家です。私は今の町長の答えで十分です。ですから、私のこれか

らの話は答弁はいりません。この後、建設厚生常任委員会の所管事務調査で２月 11 日に行われ

ました。その中で自主防災組織のことをたまたまやっていました。今、町長の言われることは

萩野も白老も社台も竹浦も虎杖浜も含めて、自主防災組織のやはりそういった町民一人一人の

意識づけの中で、しっかりそういった災害、避難場所の認識というものを意識づけていかなけ

れば、当然今町長の言われたとおり社台の人はどうするのだというような形になっていくと思

います。ただ、今各町内会に聞きますと、そういったいろんな補助金だとか、そういったもの

を設けて少しでもそういった意識の高揚を高めようという考え方がまちとして、行政として行

われているという話も聞いておりますので、これは所管事務調査の中で多分報告があると思い

ます。そういったことも含めて、しっかり今回のこういった東北、関西の大地震をしっかり教

訓にして、我々のまちは我々でどうやって守っていくのかということをやはり念頭におきなが

ら、１年１年計画立ててそろえていかなければいけないものはそろえていく。そして、整備し

ていかなければいけないものは整備していくと。１年や２年でできるものではないと思います。

でも、そういったことを頭におきながらしっかり計画立ててやっていくことが必要だと思いま

すので、どうかよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時１０分 

                                         

再開 午後 ２時２４分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 次に、10 款教育費に入ります。278 ページ１項教育総務費、１目教育委員会費から 293 ペー

ジ２項小学校費、２目教育振興費まででございます。質疑のございます方はどうぞ。 

15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） 291 ページの小学校教育振興一般経費の中で図書司書の部分がある

ので、ちょっとここで伺いたいと思います。本当に、災害のことで大きな問題がある中でちょ

っと細かいことで申しわけないのですが、教育長の執行方針にも学校図書司書の２名を引き続

き、この 21 年度から２名でやっていると思うのですが、この２名の方をおいて学校図書館のさ

らなる環境づくりを推進していくということで、平成 17 年に学校図書司書を４人、臨時３人と、

もともといた司書と４人で白老町の全校の図書館のありよう、整理整頓本当に使いやすい図書

館ということで見直しをして、私たちも全部見せていただきましたけれども、本当に使いやす

い方法になっていました。それで、その中で課題が何点かあったのですが、その後どうなった

のかということをちょっと伺いたいと思います。まず１点目は、図書司書をあれは国の方針で

やっていた学校図書館支援センター推進事業で４人の方ということでやっていました。その以

後はなくなるということだったのですが、学校として必要だということで２名を 21 年から配置

をしてやっていましたね。そういうことで１点は、その後２名になったのですが、この一度整

理をした図書館、司書がいないことですごく図書館の様子が変わってしまうという話、常にや

はりきちんとした管理をしていないとだめだという話を伺っていたのですが、その辺の２名に

なったことで図書ボランティアをしっかり利用しながら整理整頓していくということだったの

ですが、この図書ボランティア、中学校は１校もありませんでした。ボランティアが活躍して

いるところは。この図書ボランティアの整備が整っているのかどうなのかが１点。 

それから各学校に図書教諭を置いていくということなのですが、図書教諭がいるところでも

学校の授業のほかにその図書の関係をやるとなかなか厳しいということで専任化をしていきた

いような話もしていたのですが、小学校で４名の図書司書の方しかいなかったのです。図書教

諭。これは中学校の配置もその後なったかどうか。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。 

○教育課長（本間勝治君） まず１点目の、その後の図書ボランティアの関係でございますけ

れども、今具体的に各学校の図書ボランティアの状況について押さえてございません。ただ、

聞いている内容でございますけれども、やはり各学校のＰＴＡを含めた、そういった方々の図

書ボランティアは徐々にふえているということで、明確な数字は今申しわけございませんけれ

どもお答えできるような押さえはしてございません。 
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２点目の学校の図書教諭の関係でございます。基本的には各学校に学校図書教諭、担当教諭

と言いますか、配置というよりも学校の中で担当を決めて 10 校ともいます。その中には１名で

すけれども専属に、専属と言いますかほかの業務を持って配置されている職員もおります。そ

ういったような中で年に一度ないし二度学校担当教諭の担当者会議だとか、そういうことも含

めて子供たちの読書活動の普及また選書の関係だとか、そういったようなことを会議を開催し

ながら、せっかく国でやってきた事業の継続、それと子供たちに対する読書力の向上というよ

うな視点で今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） 15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） この図書司書が文科省から配置されて、本当に整備されたものが維

持、継続されていくためには図書司書２人だけではやはり厳しいということで、図書ボランテ

ィアを今後の課題として、この 20 年度に私たちが伺ったときに図書ボランティアをきちんと整

備していきたいのだということでたしかお話し合いをしたと思うのですが、その後しっかり押

さえていないということなのですが、私はこれを課題としてとらえていた以上はきちんと押さ

えておくべきではないかというふうに思います。 

それともう１点は、図書司書の増員を、これも課題としてとらえたのです。これは担当は決

めているけれども図書司書はいないということで、でも課題として、教育委員会としては学校

司書の増員はしていくというふうに課題としてこの懇談のときにお話をしていたのです。それ

が増員になっていない状況だということだと思いますけれども、では今後課題ととらえたこと

でこういった形にかえていくというものがあるのかどうなのか、その点を伺いたいと思います。 

それともう１点、教育長の執行方針にもありましたけれども、図書に対しての読書推進計画

ありますね。私の手元にあったのは 17 年から 19 年までの４年分だったのですが、その後もこ

れは継続をされて、しっかり推進計画にのっとって読書のほうは進められているのか、その点

を伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） １点目の学校図書司書の増員の関係でございますけれども、現実

には司書嘱託で１名、臨時１名のままで増員はされてございません。ただ、現状ではその２名

で何とかやり繰り、または学校の協力を得ながら学校との協力も相談をしながらやっていける

という判断の中で増員はしてございません。それと図書推進計画につきましては、現在のとこ

ろそれに基づいて実施はしていますけれども、そのことによって 100％それに基づいて進んで

いるといったようなことについては、明確に言いますともう少し頑張っていかなければならな

いかと、そういうような状況でございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君） 今の吉田委員のご質問では、17 年度から 19 年度までのもので、

その後の計画はでき上がっているかと、それに基づいて進められているのかということですね。
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20 年度以降のものもつくっておりまして、それに基づいて今、本間教育課長のほうから努力が

必要だという部分、そこはあるのですが、計画を持ってそれに基づいて進めております。ボラ

ンティアにつきましては、今ちょっと数字を確認するために今まとめておりますので、後ほど

お答えをさせていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） ボランティアがきちんと整っていくように努力をしていただきたい

ですし、常に掌握をして、先ほど言いましたように学校司書を２名で頑張るのだということで

あれば当然足りないと思いますので、図書ボランティアの存在というのはかなり大きなものが

あると思います。 

それからもう１点、提案なのでこれが本当に必要かどうかということはちょっと今考えなが

ら質問というか提案をするのですが、今この災害がありまして、今は命を守るために食料だと

か、体を温めるものとか、そういったものが今早急に集められていっています。私は学校の状

態を見たときに学校図書もほとんど流されてないのだろうと。本も、教科書ではなくて、教科

書もそうですけど教科書は印刷をすれば学校で何とかなると思うのですが、図書というのはほ

とんど流されてないのだろうというふうに思って見ていたのです。それで私は学校の図書司書

の方々が、それぞれ全部の学校を回っていらっしゃいますので、今後本当にこれからは心のケ

アの部分が大きなものになってくると思います。そういったときに私は図書司書の方が学校で

それぞれ、これはダブっているからよけて送ってもいいのではないかとか、そういったことの

対応が私は今後必ず心のケアだとか、それから本を読むことで落ち着くとか、そういったケア

の部分。それから、朝の読書運動も必ずやっていると思うのです。そういった中でまた心のケ

アだとか、子供たちに対応していくという、そしてまた一つそういうものを読むことでまた自

分自身の生き方だとかということをまたじっくり考えたりできるのではないかと思いますので、

そういった形でこれからまたそういったものが必要になってきたときに、これらの物は図書司

書ではないとなかなか私たち素人が行って、この本あの本ということにはならないと思うので

す。図書館もありますし、そういったことを含めて白老町として今後そういったことが、きの

う第２団が行きましたけれども、萩野中学校の生徒さんがメッセージを書いて募金と一緒に渡

していました。そういう姿を見て本当に子供たちもそういったことですごく心配をされていま

すので、学校の対応としてそういったことをまたみんなで呼びかけてやっていこうとなったと

きに私はまた違った形で子供たちの教育にもつながっていくのではないかと思うのですが、そ

の点お考えがありましたら伺います。 

○委員長（及川 保君） 白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） 今の全体的なご質問の中で、学校司書、教育委員会のほうで今のご

質問のとおり２名配置してということで全校回っていると。今２名に、当初１名から４名にな

って国の助成制度がなくなって２名というようなことで今全校回っていますけれども、今私の

ほうで押さえている部分としては、非常に今質問の中では２名では大変ではないかというよう

なお話がありましたけれども、今整備状況を数字で押さえますけれども、図書ボランティアも、
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これは緑小、萩小、ほかの地域もということでやっていますので、そういう中では今嘱託の司

書というのは押さえる部分としては２名でできているかというふうに思っています。 

それから学校のほうの図書教諭なのですが、いかんせん学校の人事と合わせて私どものほう

も図書資格を有している教員をというようなことでお願いをしている部分もありますし、ある

いは道教委のほうも図書資格を有している教員の配置ということも十分基準に基づいて考えて

いるのですけれども、なかなかそこまでいかないというようなことで、これは引き続き各学校

への司書教諭の配置、これについては私どもも引き続き要望してまいります。それから、一番

最後のご質問の心のケアということで、災害対策本部でも話をしていますけれども、第１陣、

第２陣行きましたけど、今後想定されるのは業務の中身が変わってくるだろうと。ということ

は、派遣する人も要望される派遣の資格も突発的に救助体制、給水だとかトイレの設営とかで

白老は行きましたけれども、あとがれきのことだとか、消防が第１陣で行ったとかありますけ

れども、刻々と状況が変わってきた中で今度は保健師だとか、それからこの間出ていましたけ

ど保育士だとか、そういうような形で変わってきます。災害対策本部のほうでもそういうよう

な要請があれば職員のほうもそういう対応をしていこうというようなお話をしていますけれど

も、それに合わせてと言いますか、そういうような状況の中で心のケアというようなことで、

ご質問の中で出ました子供たちの心のケアをしていかないとだめだと。それで、そういうとき

に、いわゆる避難所でも本を読んでいただくというようなことで、今事例として学校図書のこ

とを言いましたけれども、町立図書館も含めて蔵書している部分でそういうようなことができ

る範囲の中で十分考えていかなければだめだというふうに、それは思っております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 先ほどの図書ボランティアの関係の数値でございます。現在のと

ころ、小学校については、全小学校で 65 名のボランティアの方々に協力していただいていると。

中学校につきましては、４校のうち２校で 13 名という数字を押さえさせていただきました。そ

れと今白崎教育長のほうからもお話がございましたけれども、学校図書館または町立図書館を

含めまして被災地のほうへの送付といいますか、そういった関係については、いわゆる副本、

同じような本があれば、そういったようなものについては送ることが可能だろうというふうに

考えてございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） 291 ページの蔵書点検用機器賃借料とか、図書についてお伺いいたし

ます。先般、学校図書関係調査ということで小学校と中学校の書籍購入金額と冊数、また交付

税算入額などいただいたわけなのですけれども、年度別で５年間分、18 年度から 22 年度まで

いただきました。この資料を読みますと、18 年度で基準財政需要額として総額 425 万 1,183 円

でしたけれども、19 年度から少しずつふえまして 726 万 2,000 円のときもありましたし、21
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年度は 712 万 5,000 円、22 年度は 664 万 7,645 円と、非常に金額がふえているのですけれども、

まず一つは、なぜこのように金額が基準財政需要額というのですか、この金額がふえたのかと

いうことをお伺いいたします。 

二つ目は、これはふえてはいるのですけれども、実際に買っている金額というのは大体平均

して 160 万円から 150 万円くらい、昨年においては 155 万 2,213 円ということで、今年度も同

じくらいなのかと思っていますけれども、これでいきますと小学校では平均１校当たり 14 万円

程度、中学校では 17 万円程度というような本を買うというふうに白老町では実際に買っており

ます。この図書購入費というのは基準財政需要額から見た場合に本を買う以外にどのような形

で使われているのでしょうか。この２点をお伺いいたします。 

○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） まず普通交付税の関係についてちょっとお話をさせていただ

きたいと思います。まず今のご質問の中で基準財政需要額が極端に伸びたりしている部分はな

ぜかというような１点目のご質問かと思います。私も教育委員会のほうから資料をいただいて

ございますが、18 年度から 19 年にかけて約 200 万円強ふえているということでございまして、

その後も若干ですけどふえてございます。実際、普通交付税の算定に当たりまして事細かにい

ろいろな必要経費の積み上げをもって普通交付税を算定することになってございまして、特に

我々が把握できる範囲では、普通交付税の算定資料という中の単位費用編という冊子がござい

ます。その中で大幅に増額になった部分については、例えばその部分を増額して強化したです

とか、そういった理由が書かれてございますが、それ以外の若干の増減につきましては特にど

うして減ったのかとか、どうしてふえたのかというような理由につきましては、我々自治体の

ほうでも把握できていないのが現状でございます。実際 18 から 19 にふえた部分につきまして

は、ちょっとその時点での資料は確認してございませんが、この辺はこの学校図書を充実させ

たことによる基準財政需要額の増ということは言えるかと思います。 

もう一つ、交付税の積算上、議員の皆さんもご承知のとおり基本的には人口をベースにする

ものについては 10 万人の規模を単位としまして、そこで一定の行政運営をするに当たって必要

な経費、例えば消防費ですとか道路、いろいろなものもろもろあります。それを事細かに積み

上げた上で基準財政重要額というものを算定して、そこから 10 万人ですから、それを割り勘し

て一人当たりいくらかと。それが単位費用ということになってございます。この学校図書につ

いても一つのモデルケースということでも積算というふうにとらえてございます。まず一つは。

ですから、これはこの 10 万人規模のモデルケースでの一人当たりの学校図書の経費が、では全

国一律にそれを使うのかということであればそうではなくて、あくまでも積算上の一つの基礎

数値という考えでございます。 

もう一つご答弁申し上げれば、普通交付税につきましてはあくまでもそういう積算上は基礎

数値みたいなものがございますが、あくまでも一般財源でございます。都市計画税も一般財源

でございますが、あれは目的税ということで都市計画事業費以外には使われないという制約が

ございますが、普通交付税につきましては純粋の一般財源ととらえてございますので、そうい
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う面からすれば基準財政需要額の基礎数値をもって、それがイコール、例えば学校図書の経費

に充てなければならないとかそういうことではございません。ということでご理解をお願いし

たいと思います。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） ２点目の学校図書の購入状況でございますけれども、基本的には

各学校の学級割りだとか、児童生徒数割りだとか、そういったようなものを含めて、各都市の

学校図書の購入経費を積算してございます。そういったことで、今大黒財政税務課長のほうか

らの答弁がございましたけれども、交付税を意識したというようなことではなくて、あくまで

も現状の次年度の学級数、児童生徒数、それに合ったというような形で従来からきている積算

方法で積算して計上させていただいているということでございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） 大体説明されている答弁がくるだろうとは想像しておりましたけど、

やはりそういう答弁でございました。私は今回やはり過去にさかのぼって５年分資料をいただ

きましたのは、やはり基準財政需要額というものはただ単に理由がなくて金額がついているわ

けではないと私はそのように理解しております。やはりそれに見合う分だけの本を買うべきな

のだろうというふうに思っております。なぜかと言いますと、大体 18 年度で約 250 万円、19

年度で 518 万円、20 年度で 563 万円、21 年度で 550 万円、昨年 22 年度で約 500 万円ですね。

財政基準よりも少なく実際に買っております。私はやはり学校の図書というのは子供たちが

日々読む本ですから当然傷みも激しいし、先ほども同僚議員が言いましたけれども図書司書と

か、やはりボランティアの方々をお願いして本の傷みをどんどん直していかなければいけない。

やはりそれは大人が読むのと子供が読むのとでは全然違うと思うのです。そうしましたら、過

去にさかのぼってこのような少ない冊数の本しか買えないということは、当然子供たちにとっ

ては良質な本というのですか、きれいな表紙の本というものが少なくなってくる。やはりそれ

はちょっとかわいそうすぎるのではないのか。やはり子供たちは子供たちなりに一生懸命学ぼ

う、知ろうと、知識を積み重ねようという意識があるのだから少なくてももう少し図書にお金

をかけるべきではないのかと私はそのように思うのです。やはり白老町の財政が大変だから一

般会計でくるのだからという理由はわかります。でも実際に白老のまちに産まれて育った子供

たちです。白老町のまちの宝です。私は前にも同じことを言ったと思います。このようなこと

を続けていったら本当にそれぞれの学校の図書というものが古い本ばかりになってしまう。本

当に新しい本が数少なくなってしまう。そういう状況で本当にいいのでしょうか。私はその辺

の考え方をちょっとお伺いしてみたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） ご答弁になるかどうかわかりませんけれども、今西田委員の言わ

れることは十分私もそう思っています。一つのデータとしてお答えいたしますけれども、この

３カ年の各学校の図書整備率で申し上げますと、小学校ですけれども、平成 19 年度から 21 年
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度までの中で徐々に徐々にですけれども、図書整備率は上がってきてございます。中学校も同

様でございます。それと同時に各学校の一人当たりの貸し出し数、これも中にはちょっと落ち

込んでいる年もありますけれども、徐々にではありますが児童生徒の貸し出し数も増加傾向に

ございます。これもやはりその 19 年度から始まった国の事業でやった学校図書館の整備などを

含めて児童生徒にいきわたって各学校または学校図書館司書それぞれが連携した形の中で、そ

ういった子供たちの読書機会の普及拡大というようなことにつながっているのかというふうに

思っておりますので、確かに西田委員が言われますとおりそういったことで図書整備率なんか

についても 100％を目指すべきとは思ってございますが、それよりも大事なのはいかに子供た

ちが、または学校が必要とする本を少ない財源の中で整理していくかと、購入していくかとい

うことが大事なのかというふうに思っておりますし、今そういう形で図書の購入についてもや

ってきてございますので、その辺でご理解いただければと思います。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） 私はやはり小学校で年間一つの学校平均約 14 万円、中学校で約 17 万

円、この金額が少なすぎると思うのです。どういうふうに考えても小学校、中学校でこれしか

本を買えないと、ちょっとおかしい。私は実際にそう思っております。疑問に感じております。

もし疑問に感じられないのだったら、私はそちらのほうがおかしいのではないかと思うのです。

白老町で例えばやはり学校の図書というのは子供たちの教育の基本、要だと思うのです。です

から例えば企業誘致をする場合でも近くに学校があるのか、高校があるのか、病院があるのか、

文化施設があるのか、そういうことを考慮されて、そして企業というのは来ると思うのです。

やはり近くの学校の図書室というのは、そういう数少ない文化施設の一つだと思います。です

から、私は何度でも申し上げたいと思います。年間これだけの本しか買わない、やはり子供た

ちの学ぶ、そういう芽を少しでも伸ばすためにも本をきちんとできるだけ買っていけるような、

そういう財務体制またそういうお考え方をぜひお願いしたいと思います。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） 前にも質問しましたというような質問がありましたけれども、前に

もお答えしましたというような答弁になってしまうのですけれども、財政上、額云々の話は理

解していただけたと思います。それと、図書購入費が何に比べて低い、高いというような論議

をされているのか。当然、それに先ほど答弁したとおり、それに見合うというようなことで図

書購入をしています。確かに多額の、と言いますか、予算づけがたくさんできれば当然今言わ

れたとおりたくさん購入をして、たくさん子供たちに本を読んでいただくというのはやぶさか

では当然ありません。ただ、決して今の金額が極端に低いというような状況ではないというふ

うに判断していますし、それから当然質問をされるということは各学校へ行って学校図書館の

図書を見てご質問されたのかと思いますけれども、私どもも破れたとか、それから古くなった

というのは除籍したり、それから整備したりというようなことで子供たちが手に取って読みや
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すいような本にするということで努力をしていますし、それから毎年度の予算の中で子供たち

に新しい本をというようなことを努力しています。あわせて各学校と町立図書館との連携の中

で図書館、いわゆる子供たちが読みたい本がたまたまなければ町立図書館のほうと連携した中

で貸し出しもしていますし、そういうような方策の中で子供たちの読書活動を推進するという

のは今西田委員が言われたとおりで、私どもも各学校にはお願いをしていますし、そういうよ

うな推進方策をとっているというようなことでございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次に進みます。292 ページ３項中学校費、１目学校管理

費から 307 ページ５項社会教育費、１目社会教育総務費まで。質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次に進みます。306 ページ２目公民館費から 327 ページ

７項給食センター費全般について。質疑のございます方はどうぞ。 

５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） ５番、山本でございます。309 ページの懸案でございました中央公民

館講堂の床暖房改修工事事業についてお尋ねしたいと思います。これは白老町の顔の一つでご

ざいます、コミセンの暖房改修工事、これは非常に限られた財源の中、町長よく決断されたと

いうことで私は評価したいというふうに思っております。先の震災の際の避難のときもほとん

どの方々は２階の畳の部屋で過ごされた方が多いのですけれども、数名の方々はジェットヒー

ターにあたりながら暖を取られて、そして就寝時間を待っておられた、こういう状況でござい

ました。ここでお伺いしたいのは、この改修事業の工期、それと工法、そして講堂の使用不可

能な期間というのがあるのかどうなのか。不可能な期間があるとすればいつからいつまでぐら

いを想定されているのか。このことだけ単純にお尋ねしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君） コミセン講堂の床暖房です。工期につきましてはことしの６月か

ら８月までの３カ月間という考え方をしております。ですので、使用不可能な期間も同時期と

いうことで、その期間は講堂だけはそういう形になります。ほかの２階ですとかそういうとこ

ろにつきましては、工事の支障のない状況では使えるのは使えるのですが、ただ、工事をする

場合の音ですとかそういうものが大きく出る場合がありますので、使用される目的によっては

余り音がうるさくて使えないですとか、そういうことの制限はあるかというふうに思います。

それと工法につきましては、今と同じ形の床暖房の方式で実施をしたいというふうに考えてお

ります。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） 今と同じ工法について、もし詳しくわかればどういうようなやり方な

のかというのをちょっと。詳しくわからなければいいですけど。技術的なことになると思いま
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すが。 

○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） 工事の手法、今工期という部分もあって６月から８月、３カ

月間工事をやるのですけれども、現実的には今ある配管は全部取ってしまうと。もうつぶれて

中は老朽化していますから、それを入れかえるという作業になります。今の床の部分を、要は

全面、イメージ的には張りかえてパイピングをきちんとして、そして従来のボイラーでまたお

湯を回していくというやり方になりますので、基本的には今の見た目は全く同じです。何かが

新たにできるというわけではなくて、床暖房を抜本的にやりかえをしますと、こういう内容で

あります。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君） 12 番です。325 ページの学校給食センターに関連してご質問したい

と思います。この学校給食センター、昨年 22 年度は一般質問やいろいろな中で学校給食センタ

ーを新しく建かえるのだ。そして策定計画を今しているのだ。こういうことで私もご質問の中

でしておりますが、今この策定計画がどのようになっているのか。この給食センターはどんな

方向にいっているのか。このことについてご質問いたします。 

○委員長（及川 保君） 渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君） さきの一般質問の中でもお答えをしております。基本的な考え方

と言いますか、それは教育委員会としては持っておりますが、現状の中では今 23 年に向けての

財政的なものの確保ができなかったということから、そこのところについては来年度 24 年度の

建設に向けてと言いますか、そういう形での努力をしていきたいというふうに考えております。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君） 松田です。今 24 年度に向けてどうするのだというお話がありました。

たしか 21 年３月の定例会の予算の中で、たしか 2,216 万 6,000 円を予算化されております。そ

のときは非常に給湯器ですか、これが老朽化して危険な状態にあるのだ。それで最小限の形で

補修をしたいと。こう予算化をされております。しかしながら、この予算化は実行されないで

流れておりますね。その中で新しい給食センターを建てたいし、策定計画をしているのだとい

うようなご答弁言われております。私は老朽化ももう激しく、給湯機器の蒸気が非常に危険な

のだと、こういうお話でありました。だから建てかえるのだ。議会の中でも特別委員会の中で、

たしか 11 月 16 日だと思います。議員の皆さんが一人ずつ、この給食センターの改修について

それぞれ議員としての意見も述べております。これは議事録を見ればわかると思いますから申

し上げないですが。この 21 年度に蒸気の機具が危機的状況にあるのだと。こういいながら２年

が経過して、それで 23 年度に、２年が経過して今危機的ではないのですか。この給湯機器管が。

私は 21 年度が危機的で改修、補修するのであれば、23 年はもっと、もちろんこの予算化をし

て部分改修なり私はするべきだと思うのです。私は一般質問もしていますが、危機的機器の改

修をやめろなんて一つも言っていません。私が質問をしたのは、今財政状況がこういう厳しい

から、それから人口減少、それから子供の数が減ってくる。このことが落ち着いたときに 1,000
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人をきったときにもうちょっと様子を見て、この新しいセンターを建てるべきなのだと、私は

常にこう申しておりました。町長がいい補助メニューを探してつくるのだと何度も言っていま

す。今この地震の大災害がおきたと。国もいい補助メニューどころか、この災害復帰を優先さ

せなければならない。予算の組み替えもする。こういう状況からいくと、なかなかいい補助メ

ニューは見つかるのかと、こう思っているのですが、それはそれとしてもこの危機的状況にあ

る給湯器の配管、これは優先事項ではないのですか。これをいつ直すつもりなのか、その辺も

含めて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） 蒸気管の補修といいますか、それで 2,200 万円の予算計上をさせ

ていただいたことだというふうに思います。2,200 万円の蒸気管をという、それについてはで

きるだけ早い時期に、そこのところの改修をしたいということで予算計上させていただいてお

りました。ですが、それよりも全体の施設、全部の老朽化というのが著しいので、それであれ

ばやはり建てかえをということでその 2,200 万円につきましては、補正で減額をさせていただ

いて、まずは建てるということに向けて進めていきたいということで進んでおりました。です

ので、蒸気管自体が、そのときからもちろん年数もたっておりますので、そこの部分が改善さ

れるということは、部分的に本当に部分的な補修を今もずっと継続して行っておりますので、

それ以上新しいものになっているということではありません。ですが、今松田委員のお話のよ

うに当然国自体の財政状況が厳しいという中で本当に見通しがたつのかということになります

と、それはこちらのほうとしても、いやそれはできますとも言えませんし、お返事はできませ

んが、やはりこちらといたしましてはできるだけ施設を改築した中で子供たちに安全な給食を

提供したいという考え方をしておりますので、蒸気管はできるだけこまめにチェックをしなが

ら修理をしながら改築に向けていきたいというふうに思っております。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君） 12 番です。私が言っているのは、21 年にこの給湯機器を取りかえな

ければ危険なのだと。ですから 2,216 万 6,000 円、これは早急にやらなければならないのだと

言っていましたね。そのほかにたしか洗浄機器、それから洗浄管機器といいましたか。それか

ら屋根もだめなのだと。排水路もだめなのだと。22 年にこれも直さなければ、これはこの 2,216

万円の中には入っていませんけれども、引き続きやらなければもたないのだと、こういう言い

方をしていました。ですから、私が今聞いているのは、今もつのかということなのです。危機

的だと言ったのは 21 年ですから、ことしも予算がないわけですね。やぶれれば補正予算を組め

ばいいのですけれども、ですからもつのかと今聞いているのです。ことしもつのですか。前の

言い方からいくと。こう聞いているのです。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） もつのかといったら、厳しいと思います。よく我々が使うだましだま

しという形で使っていることも事実です。ただ、今までの我々の議会対応の流れで、もう私も

はっきり申し上げますと、これを補正でやりましたと、そうしたら例えばそれが再来年補助事
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業がついたと。要するに２億円の借金をしてつくるか、９億円の借金をしてつくるかなのです。

当然、２億円の借金でつくるというのはこれは当たり前ですから、それでやりました。まだ壊

れていませんから。屋根も補修しました。排水もやりました。これを全部いいますと多分 2,000

万円ではなく、6,000 万円、7,000 万円いくでしょう。そこで給食センターの予算補助メニュー

がつきましたと。今一生懸命やっていますから。そうしたら、この 6,000 万円何だったのと、

またくるわけなのです。わかっていてこういうことをしたのかということで我々も今までも私

も 30 何年の公務員生活の中で結構そういうのがありましたので、我々としては財政事情を考え

るとやはり慎重にならざるを得ないと。私のほうから本当に危険なときは言ってくれと教育委

員会のほうにも言っています。実は、だましだまし使ってくれというのは私のほうから教育委

員会のほうに実は申し上げています。というのは、今やらなければならないことが山積してい

ます。だましだまし使えるのだったら何とかやってくれということで実はやっていますので、

それで本当に危険な場合、これはちょっともたないという場合は、それも全部直さないでまず

は補助のほうも何とか私も本当に決めたいと思っています。一生懸命やっていますので、もう

ちょっと猶予を、時間をいただきたいと思います。済みません。 

○委員長（及川 保君） ４回目ですが許可いたします。12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君） 難しい話ではないのですが、いずれにしても私は今町長が言ったよ

うにもう少し我慢ができるのならというのであれば、我慢ができるのであれば、あと人口が減

って子供たちが、たしか 22 年度は 80 人ぐらいしか産まれていませんね。そうすると８掛ける

９、720 人なのです。子供たちがこのペースでいくと。こういうときを見計らって、もう少し

だましだまし使いながら建てたらどうなのだと、私はこう言ってきたのです。私が言ってきた

のは、こういう意味なのです。ですから、であっても 21 年度に危機的なのだ、こう言いながら、

23 年度に何の話もないのです。予算化もされていない。ですから私は今不思議でならなくて質

問をしたのですが。給食というのは地震と違っていよいよパンクすれば弁当を持って行けばい

いわけですから、そんな危機的なものの、父兄と子供たちにしてもどうにでもなる話なのです

が、この災害からみればです。ですから、私はこの給食はきちんと継続していくのであれば、

先ほど言ったこの予算の流れ、今の日本のこの地震の状況からいくと、その補助金にしてもな

かなか厳しくなると思っているものですから、私は危険な給湯管であれば遠慮しないで直して

くださいと、私はこう言いたいのです。何も遠慮することはないですから。そういうことで言

いたかったのです。 

○委員長（及川 保君） 白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） 先ほど飴谷町長が答弁をしていますので、大枠というか物の考え方

は先ほどの飴谷町長の答弁のとおりです。当時、いわゆる通常管の補修ということで 2,200 万

円上げましたけれども、今だましだましということでやっています。ただ、委員会としては総

務文教常任委員会で視察をしていただきましたし、その報告も報告のとおり私どもも受けてお

ります。そのときに説明をしたのは、今やはり危機的という表現がどの場所で使ったのかどう

かあれなのですけれども、年に数回やはり故障になるときがあるというようなことで、それで
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は他の施設はというのを、先ほど飴谷町長も言いましたけど、他の設備類もやはりもう年数が

たっていて果たしてこれであと７年も 10 年ももつのかといったときに、そういう状況でてこ入

れをしていて果たして持つのかということと、それならばもう 40 年たっているのなら設備も古

いし、建物も古いし、それでは建てかえを要するというような発想の中で手戻りすることのな

いようにということできました。ただ、その設備も、先般の代表一般質問でもありましたけれ

ども、設備で支障があって物を出せないということもありますけれども、やはり岩見沢の例の

とおり、そういうような事故もあり得るというようなことでいえば、果たして今のが 40 年たっ

たのが、答弁もしましたけど岩見沢のほうは 30 年です。10 年違うというようなことではやは

り自分たちは危機感を持っています。それに対して。ですから、そういうことのないように現

場としては十分人的な力でそういうものを補ってやっていますけれども、果たしてあと 10 年も

つのかというようなことを考えたときに、その都度その都度やるよりもやはりもう寿命ではな

いのかというような考え方は持っていますので、非常に長期にもつものではないというような

判断の中で執行方針でも言いましたけど、財源を何とか手だてをしてそういうようなことを進

みたいと。これは前にも答弁をしていますけれども、構想を持った中でそういうことが進めば、

今度基本計画に入るというような考え方で進みたいというふうに思っております。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君） 307 ページ、ふるさと体験館森野の状況について一応伺っておきたい

というふうに思います。森野が廃校になったときにもいろいろと話し合いをして、思い出のつ

まった校舎を何とかみんなに使ってもらって、有効に使って喜ばれたらいいのではないという

ことで始まったことなわけで。 

○委員長（及川 保君） ただいまの質問は既に終えておりますので、全体のときにまた歳出

をやりますのでそのときにお願いをしたいと思います。 

 ほかございませんか。 

15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） １点だけちょっと伺いたいと思います。給食センターの事務経費の

ことでちょっと伺いたいのですが、白老町の学校給食法の改正で学校給食の目的というのは栄

養改善から食育推進に定められて各学校でも、教育長の執行方針にもありましたけれども、学

校の食に関する指導計画を学校ごとにつくってやっていくということで、こういったことを進

めていくためには学校栄養教諭を置きなさいということで白老町は 18 年度に一人置きました。

これはこのまま、そのまま 18 年からふえることもなく継続されているのですが、これはふやせ

ない状況というのは何かあるのか。栄養士さんが足りないのか。それとも必要ではないという

ふうにとらえているのか。静内でも２人置いているそうです。やはりまだ置きたいというお話

もしていましたけれども、置けないというのはやはり財政的な理由があるのかどうなのか。１

回で終えようと思いますのでずばり聞きます。文科省の食育予算というのが事業仕分けで減額

をされたというふうに伺っております。そういったことでこの栄養教諭の配置が進んでいない

という一つの理由であるというふうに伺っているのですが、そうでしょうか。 
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○委員長（及川 保君） 渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君） 申しわけありません。今の吉田委員のお話のその予算が削られた

ことでということで言いますと、そこの部分についてはちょっと教育委員会としては押さえて

いないのです。現状、今１人で実施をしておりますが、基本的に食育というのは栄養教諭がや

るということよりも学校、それぞれの学校が食育の推進を図っていくと、それがより子供たち

の食育を進める上では効果があるということになるというふうに思っておりますので、栄養教

諭と、それから学校がお互いに協力をしながら進めていくという考え方でおりまして、それで

今の１名で十分だという、そこの判断というのはこちらとしてはそこまで判断はしておりませ

んが、今基本的に学校と共に進んでいって、学校が積極的に進めていくという考え方の中で白

老町としては栄養教諭を１人という考え方でおります。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） 学校ごとに栄養教諭を置きなさいということは、学校ごとにそれぞ

れ計画を立てたことに対して、やはり栄養教諭が中心になって、他の学校いろいろ私も見てみ

ました。いろんなデータを見ましたらやはり学校給食週間というのがあって、それ以外ではラ

ンチメニューの紹介をしたり、地産地消の話をしたりとか、そういう給食の時間を使ったりし

て栄養教諭が来て、しっかりとそういった説明をしているということなのです。ですから栄養

教諭が１人で足りているのかどうなのか、やはり財源的なもので置けないのかと思って、いる

ことに私はこしたことはないし、置きなさいという方針はあったはずなのです。だけれども、

置けないということの理由が何だったのかお伺いしたかったのです。今押さえていないという

ことであれば結構です。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 現在の教員の配置基準からいたしますと、児童生徒数が 1,500 人

以上であれば、もう１名増員することができるということになってございまして、現在３月１

日現在での本町での児童生徒数は 1,346 名になっております。そういったことから、次年度に

ついてもさらに減少傾向でございます。従いまして 1,500 人未満であるということで栄養教諭

については１名の配置ということでございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次に進みます。328 ページから 357 ページまでの 11 款災

害復旧費、12 款交際費、13 款給与費、14 款諸支出金、15 款予備費及び給与費明細書、地方債

現在高見込額調書、債務負担行為に関する調書について。質疑のございます方はどうぞ。 

10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。何点かお尋ねしたいと思います。１点目、330 ペ

ージの交際費の関係、これは毎年毎年聞いているのですけど、高率補助のものはもう残はほと

んどなくなりましたか。ずっと今、起債の高率補助の借りかえをやっていますから、どれぐら
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い高率もの、一般的に言う５％以上ぐらいのものがどれぐらいあるか。なければ結構です。 

それから、334 ページの諸支出金の中で繰りかえ運用の繰り戻し 3,000 万円なのです。毎年

3,000 万円ということなのですけれども、23 年度予算で３億 7,000 万円残っているということ

なのですけれども、もう少し、今の財政状況の中で 3,000 万円ずつ基金の繰り戻しをやってい

くということは、まだ 12 年かかるのです。28 年もとおり越すのです。これは、財政状況を見

ながら 5,000 万円に戻すだとかそういうことは考えられないものか。これは、だんだん絞って、

絞って、絞って、最後 3,000 万円まで絞ったのです。この金額をもう少し多く繰り戻す考えは

ないか。利息は 52 万円とか、何ぼとかしか払っていませんから影響はそんなにない、中で回せ

るものは回したほうがいいという考え方もあるのは十分承知しています。 

それから次に、336 ページの予備費、国なんかでは大きな災害の場合はこの予備費を使うと

いうふうに報道されていましたけれども、例えば今回白老町が４月を越してから被災地にいろ

いろなものを送ったりする場合はこの予備費から出されることになるのか。例えばことしの分

も含めてよかったらどこから出すのか。町が買った分です。ここから出される考えなのかどう

かということ。 

最後に、356 ページの債務負担行為の関係で、これは私は毎年言っているのですけれども、

金額だとか、払っているというのはわかっていますから結構です。そういうことではなくて、

ほかの債務負担を見ると、毎年これだけの金額で、これだけ予算措置をしたから、債務負担は

この金額になりますと全部なっていますね。財源内訳まできちんと細かく出ているのです。と

ころが、日本航空学園から借りている借入金だけは２億 5,000 万円なのです。いいのですけど、

実際には、何かあったら２億 5,000 万円払うのか。今までずっと払ってきているでしょう。そ

の払っている金額だけを払えばいいのではないかと私は思うのです。それで毎年誤解を招くの

です。うちの債務負担行為、実際は２億 5,000 万円ないでしょう。毎回言っているのだけど直

らないのです。ほかのやつは全部そういうふうにわかるようになっているのだけど、これだけ

わからないのです。法律的に何かないのであれば、やはり私はそういうふうにしたほうがわか

りやすくていいのではないかと思うのですけどいかがでしょうか。 

○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） 何点かございましたので私のほうからお答えいたします。ま

ず、交際費の関係でございます。交際費の元金償還の関係で、いわゆる５％以上の高率補助が

あるということでございましたが、銀行縁故債、いわゆる民間資金の部分につきましては、既

にもう数年前に高率補助のほうは解消してございまして、残っていたのは政府資金の分でござ

います。しかし政府資金のほうにつきましては、繰上償還するためには保証金が必要だったと

いうことでなかなか踏み切れなかったという部分がございますが、それが 22 年度から一定の基

準をクリアすれば５％以上の借り入れの部分を保証金を免除した形で繰上償還が可能であると

いうことになりましたので、これにつきましてはおおむね１億円ほどございましたが、そのう

ち今年度 4,200 万円を償還し、さらに残りにつきまして２カ年において 23 年、24 年でこれを、

いわゆる繰上償還する予定でございます。それを終えますと５％以上の高率の借り入れ分はす
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べてなくなるということになります。 

それから、諸支出金の関係でございます。334、335 ページの関係で、繰りかえ運用の残が

23 年度末で３億 7,000 万円ということでございます。大渕委員がおっしゃるとおり、ここ数年

なかなかこれの戻すお金がないということで 5,000 万円から 3,000 万円にということで 3,000

万円がずっと続いている状況でございます。新財政プログラムにおいても 3,000 万円というこ

とで一応数字はおかせていただいてございますが、これは今後の財政状況を見ながらある程度

一定の余裕があればこの辺もふやしていければと。それで早くこの繰上償還分を整理したいと

こういうふうには考えてございます。 

それから、次の予備費の関係でございます。国の予備費の考え方とは若干違いまして、町の

予備費というのはやはり緊急を要する事故が生じた場合、通年議会といいながらなかなか議会

を招集する機会がない場合に使わせていただく、それも最小限というふうなとらえをしてござ

います。それがまず一つです。それともう一つは、予算のつくる段階におきましてやはり円単

位まで出すのではなく、やはり何千万円とか、そういう数字を丸めた形での一般会計予算とい

う形を取るために、その辺の数字の調整という形で、この今回の 754 万 2,000 円という形をと

ってございます。予備費につきましては、今回の災害におきましても既にすぐ送らなければな

らない、議会開催中ではございますが、これは議会運営委員会の中で了承をいただきまして、

例えば今回第１次で派遣した１次隊の、いわゆる資金前途分、もうちょっと細かく申しますと

フェリー代がやはり実費で出さなければならないですとか、そういったものがございましたし、

あとは持参するもの。こちら側で持参していくもの。こういったものにつきましては予算がな

いものですから予備費を使わせていただきました。４月を超えた分は、この予備費を使えるか

というと、やはり財政上、これはできません。あくまでも４月を超えた分は新年度予算という

ことになりますので、今の 22 年度予算は使えないことになります。 

それから、債務負担の関係でございますが、あくまでも当初に設定した金額という、債務負

担の限度額という部分につきましての変更または廃止というのは当該年度しかできないことに

なってございます。ですから、例えば当初設定して次年度にもしそれがなくなったとしてもそ

れを廃止することは、もう既に前年度の決定事項になりますのでそれは廃止することはできま

せん。といったことで、今回の航空学園に対する限度額というのは２億 5,000 万円、これは当

初設定しておりますので、これはずっとこのまま残ってしまうということになります。それで

なおかつ、これに対して町としては損失補償をしてございませんので、ですからこれはこのま

ま予定額として残らざるを得ないというようなところでご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。済みません。初めの部分はわかりました。今の話

ですけど、損失補償、債務負担行為をしているわけでしょう。私が言っているのは、ほかの部

分は当該年度以降の支出予定額とか前年度までの支出見込額とか書いていますね。それと同じ

ように今まで払った分はこれだけで、残っている分はこれだけと書いたらだめなのですか。私

が言っているのは、払っている分については、要するに債務負担ではなくなりますね。２億
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5,000 万円が債務負担ではないですね。払って、２億 5,000 万円が払った分についてはもう債

務負担の中身ではないというふうな理解はだめなのですか。２億 5,000 万円の債務負担は最後

まで２億 5,000 万円なのですか。そこら辺がよく。債務負担行為ということは、要するに損失

補償とどこが違うのかということを含めてちょっとお願いします。 

○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） ちょっと通常の、例えば毎年５カ年で物を買いますと、それ

で来年度から４カ年分を債務負担行為として設定しますと。毎年 1,000 万円ずつですとなりま

すと、これにつきましては毎年、当初 4,000 万円という限度額を設定しています。それで、そ

の中で 1,000 万円を毎年ずつ支払っていきますので残りは幾らですということになります。こ

ういうパターンのものと、損失補償にかかわる債務負担行為というものはまたちょっと趣が違

うと言いますか、何かあった場合に支払うという債務負担行為なのです。ですから、相手に支

払っておりませんので、いわゆる支出はしていないということになりますので、その当初設定

した限度額はそのまま残ってしまうと、そういうことになってしまうということになります。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） その意味はわかりました。私が言っているのは、払っているでしょ

う。実際にその債務者が払っていますね。例えば２億 5,000 万円のうち今１億円払ってしまっ

たと。もう銀行に払って残金は１億 5,000 万円しかないと。そうしたら、その１億 5,000 万円

というのが我々が何かあったときに責任を負う部分でしょうと。そうであれば、その金額をど

こか違うところでもいいから２億 5,000 万円と書いてもいいから、残金これだけだと書かない

と間違ってしまうのではないのかと。私は去年も同じことを言っているのだけど、私が言って

いるのはそういう意味なのです。だから、１億円終わったら残っているのは１億 5,000 万円だ

から、その金額をどこかに書くべきではないですか。それはだめなのかということが一つ。 

例えばもし何か、ないと思うけど、ないのだったら、では今まで払った分１億円あったとし

ても２億 5,000 万円間違って責任を負わなければだめだという意味の解釈なのか。 

○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） まず１点目の、実際残りが今２億 5,000 万円ではなく、例え

ば 10 億 5,000 万円だとしたら、10 億 5,000 万円という部分をどこかに書き入れるところはな

いのかというご質問だと思いますが、実はこの予算のここの債務負担行為に関する調書という

のが、これは法律の規則で決められておりまして、これにつきましては様式どおりということ

で、そのような形で書き入れる部分は、申しわけございませんがないというのが現状でござい

ます。 

それともう一つは、もし例えば今、損失補償契約を履行するにあたって２億 5,000 万円必ず

やらなければならないかというご質問でございますが、これもあくまでも限度額ということで

ございますので、実際は１億 5,000 万円が例えば補償部分だとすればやはりそのうちの１億

5,000 万円を支払うということになりますので、必ずしも２億 5,000 万円以上は超えてはなら

ないという設定でございますので、その中であれば問題はないということになりますので、書
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き方としてはこのような形でしかならないということになります。 

                                           

  ◎散会の宣告 

○委員長（及川 保君） お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ散会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」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散会することに決定いたしました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

（午後 ３時４０分） 


