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平成２４年白老町議会第５次白老町総合計画調査特別委員会会議録 

 

平成２４年 ７月２４日（火曜日） 

開  会  午前１０時００分 

閉  会  午後 ０時０５分 

                                         

○会議に付した事件 

１．第５次白老町総合計画基本構想及び基本計画について 

                                         

○出席委員（１２名） 

委 員 長 小 西 秀 延 君      委  員 氏 家 裕 治 君 

委  員 吉 田 和 子 君      委  員 斎 藤 征 信 君 

委  員 大 渕 紀 夫 君      委  員 西 田  子 君 

委  員 広 地 紀 彰 君      委  員 吉 谷 一 孝 君 

委  員 山 田 和 子 君      委  員 本 間 広 朗 君 

委  員 前 田 博 之 君      委  員 及 川   保 君 

議  長 山 本 浩 平 君 

                                         

○欠席委員（２名） 

 副委員長 坂 下 利 明 君      委  員 松 田 謙 吾 君 

                                         

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

     副 町 長    白 崎 浩 司 君  

     企 画 振 興 部 長    大 黒 克 己 君  

     企 画 政 策 課 長    高 橋 裕 明 君  

     企画政策課主幹    高 尾 利 弘 君  

     企画政策課主査    増 田 宏 仁 君  

     企画政策課主査    喜 尾 盛 頭 君  

     建 設 課 主 幹    田 渕 正 一 君  

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    岡 村 幸 男 君  

     参 事    熊 倉 博 幸 君  
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◎開会の宣告 

○委員長（小西秀延君） ただいまから第５次白老町総合計画調査特別委員会を開会いたしま

す。 

これより本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

                                         

○委員長（小西秀延君） 最初に本日の特別委員会の日程について事務局長から説明いたしま

す。 

岡村事務局長。 

○事務局長（岡村幸男君）  本日の特別委員会は、お配りしております次第に従いまして、

最初に基本計画案について企画政策課から説明を受け質疑を行います。その後、７月 17 日に説

明を受けた総論及び基本構想案についてと、本日説明を受けます基本計画案について、課題、

修正事項等について意見を出していただく予定であります。本日の開催時間は午前中を予定し

ております。 

以上でございます。 

○委員長（小西秀延君） それでは、これより第５次白老町総合計画基本構想及び基本計画の

調査に入ります。最初に、事前に配付されています資料に基づき、基本計画（案）について担

当課からの説明を求めます。 

喜尾企画政策課主査。 

○企画政策課主査（喜尾盛頭君） 企画政策課企画グループの喜尾と申します。私のほうから

基本計画案についてご説明させていただきます。基本計画につきましては、第５次白老町総合

計画案の 19 ページからになります。19 ページから後ろ 74 ページまでということになりますの

で、若干ボリュームが多いということで、内容につきましては一部要点をかいつまんでという

ことと、若干駆け足での説明になってしまうかと思いますので、そこら辺ご了承いただければ

と思っております。 

それでは、まず基本計画とはどういったものかということについて説明させていただきます

が、基本計画は先日説明させていただきました基本構想で示したまちの将来像の実現に向けて

取り組むまちづくりの基本方針の実現のために、計画期間中、課題解決のため特に重点的に行

う施策ですとか生活・環境、健康・福祉、産業などの各分野別の施策目標や施策ごとに事業を

実施するに当たっての基本的な考え方を明らかにするもので、白老町のまちづくり運営の基本

的な指針になるものになります。基本計画につきましては、19 ページにありますように将来像

の実現に向けた重点プロジェクト、それと、分野別計画、次に、計画の実現に向けての３項目

で構成されておりまして、まず初めは基本計画の基礎となります分野別計画から説明させてい

ただきまして、次に重点プロジェクト、最後に計画の実現に向けてということで説明させてい

ただきたいと思っております。 
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まず、分野別計画ですが、先日説明させていただいた基本構想におけるまちづくりの基本方

針、こちら計画案の 15 ページになるのですけれども、こちらの基本方針に基づきまして、生活・

環境、健康・福祉、教育・生涯学習、産業、自治の５つの分野で構成されております。そして、

その分野ごとにこれからのまちづくりにおける課題や社会的な背景を関連づけて整理しまして、

その課題などの解決に向けた方策を一つの施策としてまとめております。さらにこれらの施策

ごとにそれぞれの分野における基本方針に沿った目標や目標を達成するための具体的な取り組

みの考え方となります基本事業として記載しております。 

それでは、各分野の施策について説明させていただきますが、ページ数は 33 ページからにな

ります。まず、こちらの分野別計画のレイアウトについての説明なのですが、左上、01、生活・

環境と書いている部分が分野をあらわしております。その下に書いている施策、安全な暮らし

については施策名です。その横に丸印で 0101 と書いているのが施策コードになります。その下

に施策目標、そして、右上上段の部分が施策に関する課題や背景、その下に施策目標を達成す

るための取り組みの基本的な考え方として基本事業を記載してございます。 

内容の説明に入らせていただきます。まず、生活・環境分野の安全な暮らしの施策について

です。本施策に関する課題・背景としまして、地域の人間関係の希薄化などによる犯罪抑止力

の低下が懸念されているということ。次に、高齢者をねらった犯罪被害や高齢者が被害者とな

る交通事故が増加しているということ。次に、巧妙な手口による消費者トラブルが多発してい

るということ。次に、交通死亡事故が毎年のように発生しているということ。そして、犯罪被

害や交通事故を未然に防止するための対策や被害者支援の必要性があるということでとらえて

おりまして、これらの課題等を受けまして、本施策の目標は防犯対策や交通安全の推進、各種

相談支援体制の充実による安全・安心なまちづくりを進めるとしております。 

 また、目標を達成するための具体的な取り組みの基本的な考え方としましては、４つの基本

事業を設定しておりまして、その１つ目、防犯対策の推進では、防犯灯の整備や防犯意識の高

揚を図るなどし、防犯対策を推進していきます。２つ目、交通安全の推進、３つ目が平和活動

の推進、４つ目の消費生活・町民相談の充実では、消費生活センターや町民相談の機能充実、

知識の普及などにより安全で安心して暮らせるまちづくりを推進していきます。 

 次に、34 ページです。防災施策についてです。本施策に関する課題・背景としましては、本

町は地理的な条件から多様な自然災害の危険を有しているということ。地域特性に合った防災

体制の構築ですとか、災害の種類に応じた避難対応が必要であるということ。防災体制づくり

や災害発生時の役割分担、被害避難体制づくりが必要であるとしております。これらの課題を

受けまして、防災施策の目標は、防災対策に加え、減災の視点から災害に対する意識の高揚、

役割分担や地域社会が一体となった防災体制の構築により、だれもが安全で安心して暮らせる

まちづくりを進めるとしております。また、目標を達成するための基本事業でございますが、

１つ目、総合的防災対策の確立で、災害対策本部の機能確保や自主防災組織の結成促進、備蓄

品や通信機器の整備とともに地域社会での役割分担の明確化などにより、災害時に迅速に対応

できる防災体制の充実を目指してまいります。２つ目、災害応急対策の充実では、自主的な避
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難や要援護者支援活動の実施体制の整備など、状況に応じて対応できる応急対策の充実を図っ

てまいります。３つ目が防災教育の推進、４つ目が災害に強いまちづくりとなります。 

次のページ、治水・海岸保全施策についてです。本施策の課題・背景としましては、河川は

重要かつ多様な役割を担っているということ。それと、河川の治水対策事業や海岸保全対策の

必要性があるととらえております。このことから、本施策の目標は、高波などの海岸被害や河

川の氾濫、洪水などから町民の生命や財産を守り、また、国土を保全するため海岸保全対策や

河川等の治水対策を促進していくとしております。基本事業としては２本、１つ目が海岸保全

の推進、２つ目が治水対策の推進となります。 

次に、36 ページ、消防・救急施策についてです。本施策に関する課題・背景としましては、

高齢化の進展による救急出動の機会が今後増加すると考えられるということ。複雑多様化する

災害に対応する消防本部や消防団の体制の整備、町民の防火意識の高揚や火災予防活動の充実

が必要になってくるということ。住宅用火災警報器設置のさらなる普及と地域ぐるみでの防火

安全対策強化が必要になるということ。救急事業に対応するための救急隊員の知識・技術の向

上や救急資機材の充実が必要となってきます。このことから、本施策の目標としては、地域ぐ

るみでの火災予防思想の普及などによる火災予防の推進や消防救急体制の強化、設備・施設の

近代化などにより町民が安全に安心して暮らせるまちづくりを進めるとしております。目標を

達成するための基本事業としましては、１つ目が消防体制の充実、２つ目が火災予防対策の充

実、３つ目の救急・救助体制の充実では、救急車両や資機材の整備、医療関係機関との連携強

化による体制の充実を図るとともに普通救急講習の開催などで町民に対し応急措置技術の普及

を図ってまいります。４つ目が消防団体制の充実となります。 

次に、37 ページ環境・保全施策についてです。本施策の課題・背景としましては、世界経済

の発展などに伴う地球温暖化などの環境問題が発生しているということ。環境負荷に配慮した

生活や自然環境保全に向けた継続的な行動が求められているということ。将来に向けた地球環

境保全が重要課題になるととらえております。このことから、本施策の目標は、環境保全意識

の高揚や省エネルギー、省資源化を進め、環境への影響に配慮した循環型の地域社会づくりを

目指すとしております。基本事業ですが、１つ目の計画的な環境行政の推進では、環境基本計

画などに基づき総合的、計画的な環境行政を推進しています。２つ目、資源循環型社会の形成

では、廃棄物の適正処理に取り組み、資源リサイクル活動の推進や、バイオマス燃料化施設を

活用した循環型の地域社会づくりを進めていきます。３つ目、自然との共生では、自然環境の

保全と共生について町民の理解と参加のもと自然環境の保全を推進していきます。４つ目が公

害の未然防止、５つ目が地球温暖化対策の推進となります。 

次に、38 ページ、環境美化・衛生施策についてです。本施策の課題・背景としましては、良

好な景観は地域の個性を高める上でも重要な役割を果たしているということ。快適な生活環境

を保持・創出するためには、身近な生活エリアの環境衛生の維持向上や一人一人がモラルやマ

ナーを守っていく必要があるとしております。このことから、本施策の目標としましては、町

民、事業者、行政がそれぞれの役割を果たしながら清潔で美しいまちづくりを目指し、また、
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町民が快適に暮らせるように公衆衛生の確保やモラル・マナーの向上を推進するとしておりま

す。基本事業ですが、１つ目、特色ある景観の形成では、美しく地域色豊かな景観の創出を推

進し、また、廃屋や危険な看板など安全と景観を阻害する要因の改善に向け、所有者に対し管

理指導に努めてまいります。２つ目が環境美化の推進、３つ目として生活衛生の確保、４つ目

が愛がん動物の適正飼育の推進、５つ目が火葬場・墓園墓地の適正管理となります。 

次に、39 ページ、公園・緑地についてです。本施策の課題・背景としましては、公園や緑地、

広場はだれもが身近に利用できる憩いの場であるとともに、災害時の一時避難場所ともなる重

要な施設となります。次に、だれもが安心して利用できる環境づくりを進める必要があるとと

らえております。このことから、本施策の目標としましては、公園や緑地、広場などの整備と

維持管理を計画的に進めるとともに町民の緑化活動を支援し、地域と連携した花とみどりの環

境づくりを進めるとしております。基本事業ですが、１つ目は計画的な公園・緑地の保全と整

備を進める公園緑地の保全と整備。２つ目が参加と協働による緑化の推進となります。 

 次に、40 ページ、土地利用・住環境施策についてです。本施策の課題・背景ですが、環境問

題や人口減少社会を背景に環境に優しく適正な規模にまとまった都市構造への転換が求められ

ているということ。未利用地の利用促進や既存住宅の流動化などだれもが住み続けたくなるよ

うな住環境を整備する必要があるということ。住宅の耐震化やバリアフリー化など安全で良質

な住宅の確保が必要であるということ。公営住宅については計画的な整備や改修、高齢化社会

への対応など適切な維持管理が必要になるととらえております。このことから、本施策の目標

は、将来にわたり持続的な地域社会を構築するため総合的、計画的な土地利用を進め、多様な

ニーズなどに応じた住宅や公営住宅などの整備を推進するとしております。基本事業について

ですが、１つ目、土地利用の推進と適正配置では、総合的、計画的な土地利用を推進するとと

もに長期的な視点に立った各種機能の適正配置を推進してまいります。２つ目は良質な住宅の

確保や有効活用を促進する安全で快適な住まいづくり、３つ目が公営住宅・町有住宅の整備費、

４つ目が移住・定住の促進となっております。 

次に、41 ページ、上水道施策についてです。本施策に関する課題・背景としましては、水道

は住民生活や産業を支える重要なライフラインであり、水の安定供給を維持・確保する必要が

あるということ。緊急給水機能を確保するためにも排水施設の耐震性能を考慮した整備の必要

があるということ。将来に向けた経営の効率化・健全化が求められていると押さえております。

このことから、上水道施策の目標は、水道水の安全・安定な供給体制確保のため、水道施設の

適切な維持・整備とともに水道事業の健全経営に努め、安全でおいしい水の安定供給を図ると

してございます。基本事業につきましては、１つ目が安全で安心な水道給水の充実。２つ目と

して利用者の信用性の向上。３つ目として水道事業の健全な経営としてございます。 

次に、生活排水処理施策についてです。本施策に関する課題と背景ですが、快適な生活を支

える重要な都市基盤である下水道の維持保全に向け、計画的に整備を行う必要があるというこ

と。合併処理浄化槽の普及促進を図り、衛生的で快適な生活環境を保全することが求められて

いるととらえております。このことから、本施策の目標は、生活排水を適切に処理し、衛生的
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な生活環境の保持、河川や海などの水質を保全し快適な居住環境を創出するとしております。

基本事業につきましては、１つ目が安全で快適な公共下水道の整備、２つ目がし尿・生活排水

処理の充実、３つ目が下水道事業の健全な経営となっております。 

次に、11 番目、道路施策についてです。本施策に関する課題・背景としましては、高齢社会

の進展の中で移動の円滑化や快適な歩道空間の整備など社会環境の変化に対応した道路づくり

が必要になってくるということ。道路は日常生活などに欠くことのできない社会基盤であり、

快適な機能の確保や維持管理、安全確保など多様なニーズに対応していくことが求められてい

ると押さえております。このことから、道路施策の目標としましては、多様な機能を果たす幹

線道路や生活道路の整備、維持管理により安全で快適な道路環境づくりを進めていくとしてお

ります。基本事業につきましては、１つ目、広域幹線道路の整備促進として都市間移動や物流、

防災機能の充実のため、関係機関との連携により国道や道道などの広域幹線道路の整備を促進

していきます。２つ目は町民生活を支える町道の整備、３つ目が町道橋梁などの維持管理の充

実となっております。 

次に、44 ページです。公共交通機関についてですが、本施策の主な課題・背景としましては、

日常生活における移動手段を確保することが困難な交通弱者がふえており、日常生活における

移動手段の確保、だれもが利用しやすい公共交通の実現が求められております。今後、社会構

造の変化が見込まれる中にありましては、将来予測や利用者ニーズを的確にとらえた交通体系

を構築していく必要があるととらえております。このことから、施策の目標としましては、関

係機関との連携により利便性の高い魅力ある公共交通の維持・確保を推進するとともに、利用

者ニーズに合った公共交通サービスの提供に努めるとしてございます。基本事業につきまして

は、１つ目の公共交通ネットワークの維持・確保として都市間の移動を円滑に行うため、路線

バスの維持確保などに努め、利用者の増加につながる啓発活動を推進していきます。２つ目、

日常生活を支える移動手段の維持・確保としては、交通弱者の日常生活を支えるため、元気号

の維持・確保や利便性の向上など地域内移動の円滑化を図ってまいります。 

続きまして、生活・環境分野の最後になりますが、情報通信施策についてです。本施策に関

する課題・背景としましては、情報通信基盤や技術の進展は社会のあり方にも大きな変化をも

たらしており、さまざまな分野において情報通信ネットワークの活用による利便性の向上が求

められているということ。だれもが情報通信技術を活用した利便性の高いサービスを受けるこ

とができるよう地域の情報化を進める必要があるととらえております。このことから、情報通

信施策の目標は、情報通信の利用機会や地域間格差を是正するため情報通信基盤整備を促進す

るとともに、情報通信技術を活用した町民サービスの向上に努めるとしております。基本事業

としましては、１つ目が情報通信基盤の整備、２つ目として地域情報化の推進、３つ目として

難視聴地域の解消促進となります。 

以上、生活・環境分野につきましては、11 の施策と 44 の基本事業を設定してございます。 

続きまして、46 ページからは健康・福祉の分野に入ってまいります。まず、健康・福祉分野

１番目の健康づくり施策についてです。本施策に関する課題・背景としましては、近年、生活
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習慣病や心の病気が増加しており、住民に広くかかわる疾患としてその対応が課題になってい

るということ。各関係機関連携のもと、生涯にわたる地域の健康づくりを進めることが求めら

れているととらえております。施策の目標としましては、個々の状態に応じたきめ細かな保健

サービスの充実を図り、また、一次予防対策の推進と早期発見、早期治療を目指した二次予防

に取り組み、心身ともに健やかな暮らしの支援を推進していくとしております。基本事業とし

ましては、１つ目、保健・医療・福祉のネットワーク化として町民が個々の健康状態に応じて

適切なサービスを受けられるよう、保健・医療・福祉の連携を強化し、総合的・一体的なサー

ビスの提供を推進していきます。２つ目の基本事業は保健サービスの充実、３つ目が自主的な

健康づくりの推進、４つ目が健康保険制度等の推進となります。 

次に、47 ページです。地域医療施策についてでが、課題・背景としましては高齢化の進展、

生活習慣病の増加など医療に関する需要も多種多様化し、地域医療を確保・維持する必要性が

増しているということ。町民が安心して健康的に暮らすため、救急医療体制の確保など適切な

医療サービスの提供を行う必要があります。このことから、本施策の目標としましては、町立

病院の機能強化と経営安定化を図り、また、望まれる地域医療の確保・維持及び救急医療体制

の整備に努め、安全・安心で適切な医療サービスを受けられる環境づくりを進めるとしており

ます。基本事業についてですが、１つ目、安定した地域医療の確保としましては、町立病院の

健全な運営と経営の安定化、診療体制の充実や医療スタッフの確保・育成など、町民が安心し

て医療を受けられる環境づくりと医療体制の充実に努めていきます。２つ目が救急医療体制の

充実となります。 

次に、48 ページ、地域福祉施策についてです。課題・背景としましては、ひとり暮らしの高

齢者や障がい者を地域で支える仕組みづくりが求められているということ。地域福祉を担う新

たな人材の確保と育成が課題となっているということ。だれもが快適に不自由なく過ごすこと

のできる環境の整備や地域福祉への理解と思いやりの心を育む必要があります。このことから、

本施策の目標としましては、高齢者や障がい者などへの理解と認識を深めるとともに、各機関

が連携を強化し地域ぐるみで支え合う福祉体制の整備・充実を目指すとしております。基本事

業につきましては、１つ目、地域福祉体制の充実として関係機関の連携のもと、支援を必要と

している人に必要なサービスが届くよう、地域ぐるみの福祉体制づくりの推進や地域福祉を担

う人材の育成に努めていきます。２つ目が福祉拠点・施設の充実、３つ目がバリアフリーのま

ちづくり、４つ目が生活の安定と自立援助ということになります。 

次に、49 ページ、子育て支援施策についてです。課題・背景としましては、社会環境の変化

等により育児の孤立化や悩みを持つ家庭の増加が懸念されているということ。子育て家庭を支

援する育児環境の整備や仕事と子育てを両立できる環境づくり、安全・安心に過ごせる場の提

供が必要となります。このことから、施策の目標としましては、ゆとりある子育て環境のもと、

すべての子供たちが幸せに育ち、安心して子どもを産み育てられる地域の実現を計画的に推進

するとしております。基本事業としましては、１つ目、母子保健対策の充実として、妊産婦に

対する相談・指導の充実とともに乳幼児の心と体の健やかな発達促進と育児不安の軽減を図る
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ため、母子保健対策の充実を進めていきます。２つ目、子育て支援環境の整備では、ニーズに

合った適切な子育て環境の整備や支援により社会全体で子育て家庭を支え合う体制の整備を進

めていきます。３つ目が保育の充実、４つ目がひとり親家庭支援の推進を設定しております。 

次に、50 ページ、障がい者・障がい児福祉についてです。課題・背景としましては、障がい

のある方一人一人が住み慣れた地域で生きがいを持って生き生きと暮らせる生活環境を整備す

る必要があるととらえておりまして、施策の目標は、だれもが地域の構成員として尊重され、

互いに助け合うことにより住み慣れた地域で自立し、生きがいを持ちながら安心して生活がで

きるまちづくりを進めるとしております。基本事業としましては、１つ目として障がい者理解

の促進としてノーマライゼーション理念の浸透を図るとともに、その具体化に向けて支援を促

進していきます。２つ目が社会全体で支える仕組みづくりを推進していく障がい者の自立支援

の促進、３つ目が障がい者の社会参加の促進、４つ目、安全・安心な地域生活の充実、５つ目

が障がい児の相談・支援の充実となります。 

次に、高齢者福祉施策についてです。本施策の課題・背景としましては、高齢化の進展に伴

い介護や支援を必要とする高齢者も増加しており、地域社会全体で高齢者を支えることが課題

になっているということ。高齢者が住み慣れた家庭や地域で安心して暮らせるよう、生きがい

を持って生活できる環境づくりや介護予防、在宅サービスの充実を図る必要があるととらえて

おります。このことから、施策の目標につきましては、高齢者が生涯にわたり安心して住みな

れた地域で生活を送れるよう、サービスの充実とともに地域で支え合うネットワークづくりや

自主的な社会参加による生きがいづくりを推進するとしております。基本事業としましては、

１つ目の高齢者支援対策の推進として、各種サービスの充実を図るとともに地域包括支援セン

ターを中心に地域のネットワークづくりを進め、支援体制の充実を推進してまいります。２つ

目としては、高齢者の生きがいづくりの推進、３つ目、高齢者医療の制度の推進、４つ目とし

て介護保険制度の推進と、４つの基本事業を設定しております。 

以上が健康・福祉分野になりまして、６つの施策と 23 の基本事業ということになります。 

 続きまして、52 ページからは教育・生涯学習分野ということになります。まず、１番目の幼

児教育施策についてですが、施策に関する課題・背景としましては、幼児期は人間形成の基礎

を培う重要な時期であり生きる力の基礎を育成するため、さまざまな体験機会の創出や交流の

場の確保が求められているということ。このことから、施策の目標につきましては、生涯にわ

たる人間形成の基礎を培うよう幼稚園教育の充実を図るとともに、幼児が健やかに成長できる

よう教育環境の充実を促進するとしております。基本事業は２本で、就園の支援と教育環境の

充実ということになります。 

次に、53 ページです。小・中学校教育施策についてです。課題・背景としましては、小・中

学校の小規模化、学校に対する期待や要望等の多様化に適切に対応する学校運営が求められて

いるということ。児童・生徒一人一人の個性や能力を伸ばす教育や生きる力を育むことが求め

られており、学力の向上のほか豊かな人間性や社会性の育成、生活環境の定着や健康な体づく

りを推進する必要があるととらえております。校舎や体育館など施設の安全性の確保や家庭や
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地域との連携による安全・安心な学校づくりなどが求められております。このことから、小・

中学校教育施策の目標としましては、確かな学力、豊かな人間性、心身の健やかな育成など子

供たちの生きる力を育む教育を推進し、また、学校施設の適切な整備、学校・家庭・地域との

相互交流と連携により子供たちが安心して学ぶことができる教育環境づくりを進めるとしてお

ります。基本事業としては８つ設定しておりまして、１つ目が確かな学力の育成で、内容とし

ましては、個性や創造性を伸ばす教育を進め、学ぶ意欲を引き出すとともに社会変化に対応す

る力や知識技能の習得・問題解決ができる思考力・判断力・表現力を育成する教育を推進して

まいります。２つ目、豊かな心と健やかな体の育成としましては、豊かな心の教育、生活習慣

の確立や体力の向上を図るなど健やかな心身を育成し、また、子供たちを取り巻く環境の変化

や心の問題に対応するため、家庭や地域が一体となった支援体制の充実を図っていきます。３

つ目としましては、教師の指導力の充実、４つ目、学校施設設備等の充実、５つ目としまして

教育環境の整備、６つ目、特別支援教育の充実、７つ目、学校・家庭・地域の連携の促進では、

地域などに開かれた学校づくりを進めるとともに地域の人材の活用など家庭や地域と連携した

取り組みを推進していきます。８つ目、安全・安心な学校給食の提供となります。 

次に、55 ページ、高校・各種教育機関施策についてです。課題・背景としましては、高等学

校は生徒数の減少により学校相互の競争が激しさを増すと予想されるということ。生徒の能力

や進路希望の多様化により特色ある教育や地域と密着した学校運営が求められているというこ

と。生徒が安心して高等学校に進学できるよう進学機会の確保が必要であるということ。専門

学校や大学などには地域の発展に貢献する重要な役割が求められているととらえております。

このことから、施策の目標としましては、多様で特色ある教育を進めるとともに高等学校等へ

の進学機会の確保と教育環境の充実を促進し、また、高等教育機関の地域に開かれた生涯学習

機能の充実を促進していくとしております。基本事業としましては、１つ目が教育の充実と教

育機会の拡充、２つ目が高等教育機関との連携強化となります。 

次に、56 ページです。社会教育施策についてですが、課題・背景としましては、ライフスタ

イルや価値観の多様化などにより学習ニーズの多様化が進み、ニーズに対応した学習機会の提

供が必要になるということ。生涯を通して学び、その成果を社会で生かすことができる環境づ

くりが求められているということ。老朽化が進む社会教育施設の計画的な改修が必要であると

いうこと。家庭教育力の向上や青少年の健全育成の強化が求められているととらえております。

このことから、施策の目標としましては、町民が生涯にわたり文化的な生活が送れるよう、ニ

ーズに応じた学習機会の提供や環境の整備を図るとともに、青少年の健全育成など人づくりに

寄与する町民主体による社会教育活動の活性化を図っていくとしております。基本事業につき

ましては、１つ目が学習機会・学習環境の充実、２つ目、家庭教育・地域教育の推進としまし

ては、子供たちの健全育成のために家庭・地域の教育力の向上に努め、また、豊かな人間性、

生きる力などを育みながら安全に過ごすことができる地域ぐるみの子供の居場所づくりを推進

していきます。３つ目としまして、ふるさと教育・体験学習の推進、４つ目が社会教育施設の

管理運営の充実となります。 
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次に、57 ページ、芸術・文化施策についてです。課題・背景につきましては、価値観の多様

化が進む中、多種多様な芸術・文化へのニーズが高まっており、魅力的な事業の展開や推進体

制づくりが求められているということ。子供たちの情操を養い、町民が心豊かに潤いある生活

を送るため芸術・文化に触れる機会の拡充を図る必要があるということ。次に、町の貴重な文

化遺産を後世に伝えていくために保全活動の推進と利活用の促進を図っていく必要があるとと

らえております。目標としましては、町民が豊かな心を持って潤いのある生活を送るために芸

術・文化に触れる機会の充実や自主活動を促進し、また、町の文化遺産を後世に継承するため

史跡・文化財の活用と保全を進めていくとしております。基本事業としましては、芸術・文化

活動の推進、文化財の保全活用、歴史と文化のまちの推進の３本を設定しております。 

次に、58 ページ、民族文化についてになります。主な課題・背景としましては、我が国の貴

重な文化であるアイヌ文化の復興と将来的な保全・伝承が課題になっているということ。アイ

ヌ文化の一層の理解促進のため、町内はもとより国内外にする普及活動が重要であるというこ

と。アイヌ文化に対する理解の促進に向け、アイヌ民族博物館のさらなる機能の充実が必要で

あるということ。アイヌ文化の復興・発展の拠点となります民族共生の象徴となる空間の機能

や施設等の具体化に向けた検討・協議に積極的にかかわっていく必要があるととらえておりま

す。このことから、民族文化施策の目標としましては、アイヌ文化を次の世代、未来の子供た

ちへ引き継ぐため、幅広い層への普及啓発とともに、アイヌ文化の保存・伝承に努めていくと

しております。基本事業としましては、１つ目がアイヌ文化の普及促進、保存・伝承、２つ目

がアイヌ民族博物館の充実、３つ目としまして、民族共生の象徴となる空間の整備促進として、

今後のアイヌ政策推進の中心的な拠点となります象徴空間の整備の促進に向けまして関係機関

と連携のもと、具現化に向けた提言ですとか町としての役割分担を踏まえた事業の検討に取り

組んでまいります。 

次に、スポーツ・レクリエーション施策についてです。本施策の課題・背景としましては、

子供たちの生活様式の変化などにより体力・運動能力の低下が指摘されているということ。高

齢者が健康的な生活を送ることができるよう、日ごろからの自主的な健康づくりを促進してい

く必要があるということ。町民がだれでもどこでも気軽に運動に親しむことができるスポー

ツ・レクリエーション環境の整備が求められていると押さえております。このことから、施策

の目標につきましては、町民が生涯にわたって健康でいきいきとした生活を送ることができる

よう、個々に応じた多様なスポーツ・レクリエーション機会の提供を図るとともに、施設の安

全性、利便性を高め、だれでもどこでも気軽に運動に親しむことができる環境づくりを進める

としております。基本事業としましては、スポーツ・レクリエーション活動の充実とスポーツ・

レクリエーション施設の整備という２本を設定しております。 

次に、60 ページになりますが、国際・地域間交流についてです。課題・背景につきましては、

本町は仙台市やつがる市、ケネル市との姉妹都市交流を行っており、これまでの取り組みを通

じ、姉妹校交流やスポーツ交流など町民主体の交流活動が広がっているということ。交流を通

じ、社会性・文化性豊かな人材の育成や国際感覚豊かな人材の育成を図るため、引き続き交流
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を推進していく必要があるととらえております。このことから、目標としましては、町民の社

会性・文化性を育み、国際感覚豊かな魅力ある人材を育成するため、国内外の姉妹都市などと

の交流を推進していくとしておりまして、基本事業としては、国内交流の推進と国際交流の推

進の２本を設定しております。 

次に、人権施策についてです。課題・背景としましては、すべての人々の基本的人権が尊重

され、かけがえのない人生を幸せに過ごせる社会を地域から実現する必要があります。人権問

題に関する課題解決のため、人権問題の理解と認識を深める教育や啓発を充実する必要があり

ます。男女が社会の構成員として認め合いともに責任を分かち合いながら、それぞれの個性と

能力を発揮できる社会の実現が求められております。このことから、目標としましては、町民

一人一人の人権が尊重され、だれもが幸せに暮らすことができる地域社会の実現を目指し、学

習機会や啓発活動を進め、人権に関する相談や支援体制の整備を推進するとしております。基

本事業としましては、１つ目が人権擁護活動の推進、２つ目が男女共同参画の推進となります。 

以上が教育・生涯学習分野になりまして、９つの施策と 28 の基本事業を設定しております。 

次に、62 ページからは産業分野に入っていきます。まず、産業連携・雇用についてです。施

策に関する課題・背景としましては、長引く景気の低迷などにより地域の雇用環境が大変厳し

い状態が続いているということ。地域のさまざまな食材の地域内消費を高め、高付加価値化や

ブランド化による差別化、競争力の向上、販路拡大に取り組む必要があるということ。さまざ

まなニーズに応じた就労機会の確保や職業能力の向上を図るための就労支援の必要性が高まっ

ているとしております。このことから、本施策の目標としましては、地場産品の安定した需給

体制の確立、ブランド力の向上を図るとともに６次産業化を推進し、また、すべての労働者や

求職者が安心して働くことができる雇用環境の充実に努めるとしております。基本事業としま

しては、１つ目、起業と産業連携の促進としまして、地域経済活性化や雇用創出に対する支援、

業種間交流や農商工間連携を促進し、新事業の創出を目指していきます。２つ目が食材王国し

らおいブランドの推進、３つ目、雇用の拡大としましては、労働力の町外流出防止、安定的な

雇用の場の創出のため地元企業の一層の活性化や新たな事業展開を促進し、雇用の場の拡大を

目指してまいります。４つ目が雇用環境の充実ということになります。 

次に、63 ページ、港湾についてです。課題・背景としましては、白老港は整備開始以来、第

１、第２商港区など順次整備されてきており、近年では貨物取扱量もふえ、地域産業を支える

流通拠点として大きな期待が寄せられております。2013 年には第３商港区の一部供用開始が予

定され、地域産業の基盤強化による産業の活性化や雇用の場の創出につなげていくことが求め

られております。このことから、港湾施策の目標としましては、海上貨物輸送の拠点となる白

老港の整備や施設の適切な維持管理を進めるとともに、商港区や関連施設の利用を促進し、地

域経済の持続的な発展を目指すとしております。基本事業としては、白老港の整備促進、商港

区の利用促進、親しまれる港づくりとなります。 

次、64 ページ、商工業施策についてになります。本施策に関する課題・背景としましては、

消費者の購買形態が多様に変化し、既存の地元商店街の活性化が課題になっているということ。
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行動範囲が限られる高齢者が増加する傾向にあり、高齢者が安定的に日用品等を購入できる環

境整備が求められているということ。地域産業活性化は雇用の場の確保、町民生活の安定をも

たらすとともに、地域社会を支える基盤としての重要な役割を担っているということ。長引く

景気低迷の影響などにより企業の倒産や撤退、事業規模の縮小により雇用の場が失われつつあ

るととらえております。このことから、施策の目標としましては、地域経済基盤の強化や雇用

の維持・創出を図るため、既存商工業の振興、新規企業の誘致を積極的に進めるとともに地域

資源を活用した新商品開発の推進、消費者ニーズに対応した特色ある商業機能の充実を促進す

るとしております。基本事業としましては、１つ目が企業誘致の推進、２つ目が商工業の活性

化ということで、関係機関との連携によりまして中小企業や個人事業者などに対する支援の充

実に努めるとともに、消費者ニーズに対応した商業機能の維持・充実と環境整備を図り商工業

の活性化を推進してまいります。 

続きまして、観光施策についてです。課題・背景としましては、観光を取り巻く環境は日々

多様に変化しており、観光振興を図るためには環境の変化を的確にとらえ、スピード感を持っ

て対応していく必要があるということ。観光はさまざまな分野に広く経済波及効果を生み、地

域経済の活性化に大きく寄与する産業であることから、観光客の積極的な誘致を図ることが求

められているということ。最後に、本町には多様な観光資源があり、その保全や整備を図ると

ともに新たな観光資源の掘り起こしや連携による地域全体の魅力向上が求められているととら

えております。このことから、目標としましては、多様な観光資源を活用し、魅力ある商品や

環境を創出するとともに、本町の魅力を国内外に積極的に発信し、旅行者に選ばれる観光地を

目指し、また、観光客の満足度を高めるため喜びと感動を共有する観光のまちづくりを推進す

るとしております。基本事業としましては、１つ目、魅力ある観光地の形成としまして、本町

を旅行者に選ばれる地域とするため、多様化するニーズに対応できる魅力あるまちづくりを推

進していきます。２つ目としましては、受け入れ環境の整備・充実、３つ目としまして、観光

客誘致の推進ということになります。 

次に、66 ページになりますが、農林業施策になります。課題・背景としましては、農業を取

り巻く環境は経営者の高齢化や後継者不足などにより年々厳しさを増しており、後継者の育成

や新規就農者の確保など担い手の確保が必要となっているということ。国産農畜産物の価格が

低迷するなど農業経営は大変厳しい状況にあり、安定した農業経営を確立する必要があるとい

うこと。食の安全・安心への関心が高まっており、消費者に信頼される安全な農畜産物の生産

体制の確立が求められているということ。森林が持つ公益的な環境保全機能を確保するために

も植林、間伐、保育などの森林保護や林道などの森林整備の推進が必要になるととらえており

ます。このことから、目標としましては、農業や林産業の振興による地域活性化を図るため、

安全・安心な生産体制の確立や生産能力の向上、担い手の育成など多面的な取り組みにより基

盤整備や経営の安定化を促進し、また、森林の持つ多面的・公益的な機能の維持増進を図るた

め、森林の保全や整備を進めるとしております。基本事業としましては、１つ目が農業基盤の

整備、２つ目、農業経営の強化としましては、農業経営の安定的継続や新規就農に向けた支援、
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担い手の育成やエゾシカによる農業被害防止や家畜伝染病の予防などに努め、安全・安心な形

の強化を図り、また、生産出荷体制の強化、品質向上などによる販路拡大、付加価値の向上を

目指し安定的継続的な所得増による経営の強化を促進してまいります。３つ目、67 ページにな

りますが、環境と人に優しい農業の推進、４つ目として森林の整備と保全、５つ目として林産

物の利活用の促進ということになります。 

次に、68 ページ、産業分野最後になりますが、水産業についてになります。課題・背景とし

ましては、漁業経営を取り巻く環境は、魚価低迷や輸入水産物の増加や諸経費の高騰、漁業就

業者の減少や高齢化など大変厳しい状況にあります。水産資源が減少する中で本町の漁獲量も

おおむね減少傾向にあり水産物の安定供給を確保するため、栽培漁業、資源管理型漁業を推進

していく必要があります。本町の水産加工の中心となる、たらこの原材料となるスケトウダラ

については、ＴＡＣ制度などにより水揚量の制限や輸入水産加工品の増加などを受け、厳しい

経営環境に置かれているととらえております。このことから、本施策の目標としましては、生

産性や生産者価格の向上による経営安定のため、装備・機械の近代化や担い手の育成、生産基

盤の整備を推進するとともに、つくり育てる漁業や水産加工業の振興などを図り、地域水産業

の活性化を促進するとしております。基本事業としましての１番目、水産業経営の安定化とし

まして、水産業全体の活性化を図るため、担い手の育成確保や効率的な漁業への転換を進める

とともに、経営安定のため技術開発や向上への支援、漁場環境の保全などを促進し、また、水

産物や水産加工品の付加価値向上を目指し、新製品の開発やＰＲ、販路拡大などを促進し、消

費の拡大による経営の安定化を進めていきます。２つ目としましては、漁業基盤の強化、３つ

目が栽培漁業・資源管理型漁業の推進ということになっております。 

以上、産業分野につきましては、６つの施策と 20 の基本事業から構成されることになります。 

続きまして、分野については最後になりますが、自治分野について説明させていただきます。

69 ページ、協働のまちづくりについてです。課題・背景としましては、本町は平成 19 年に白

老町自治基本条例を制定し、町民、議会、行政それぞれの役割と責任に基づき幸せを感じるま

ちの実現に努めておりますが、町民が一層まちづくりに参加しやすい方法を検討することが求

められております。今後人口減少や少子高齢化が進展する中では、地域分権社会における地域

のあり方として、これまで以上に町民と町が情報を共有し、一体となってまちづくりを進める

必要があるととらえております。このことから、施策の目標につきましては、自治基本条例に

基づき、町民のさまざまなまちづくり活動への参画を促進し、町民一人一人がまちづくりの主

体として互いに助け合いながら、いつまでも安心して暮らすことができる幸せを感じるまちの

実現を目指すとしております。基本事業としましては、１つ目が町民参加の促進としまして、

町民がまちづくりに関心を持ち、積極的に参加できる環境づくりを進めるとともに、政策形成

などさまざまな場面において町民が主体的に参加する協働意識の向上に努めていきます。２つ

目、地域活動の推進では、町民まちづくりセンターなどと連携し、まちづくりに関する活動支

援を促進、町内会や団体活動の活発化を図るとともに人と人とのつながりや信頼関係を大切に

する地域づくりを目指していきます。３つ目としましては、広報広聴活動の充実、４つ目が開
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かれた行政の推進ということになります。 

次に、行財政運営施策についてです。課題・背景としましては、地方財政状況は人口減少や

少子高齢化、長引く景気低迷などの影響により一層厳しさを増す状況にあり、限られた財源や

人材の中で多様化する行政需要に対応するためには、行財政運営の効率化や適正化、組織・機

構のスリム化に努める必要があるとしております。住民に最も身近な行政機関である市町村に

は、迅速で質の高い行政サービスを提供することが求められております。町民サービスや行政

課題の多様化などにより、さまざまな分野において近隣自治体や各種専門機関との広域的な連

携などが不可欠となっております。 

 このことから施策の目標としましては、次代を担う子供たちに過大な負担を残すことなく、

すべての町民が希望を持って生活できるよう、効率的で質の高い行政運営に努めるとともに計

画的で健全な財政運営により自主・自立の自治体運営を進め、また、住民の目線に立ったサー

ビスの提供や広域連携などにより迅速で質の高い行政サービスの提供を目指すとしておりま

す。基本事業としましては、１つ目が健全な財政運営、２つ目が効率的・効果的な行政運営、

３つ目が行政サービスの充実。４つ目が広域的な協力・連携となっております。 

以上、自治分野につきましては、２つの施策と８つの基本事業から構成されております。 

○委員長（小西秀延君） 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時５７分 

                                         

再開 午前１１時１０分 

○委員長（小西秀延君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

喜尾企画政策課主査。 

○企画政策課主査（喜尾盛頭君） 続きまして、説明を進めさせていただきたいと思います。

将来像の実現に向けた重点プロジェクトについて説明させていただきます。計画案では 21 ペ

ージからになります。内容については計画案の 22 ページからになるのですが、基本計画にお

ける重点プロジェクトはさきに説明させていただいた総論部分のまちづくりにおいて解決す

べき６つの重点課題、計画案では 10 ページになるのですが、こちらに対応しておりまして、

まちの将来像の実現に向け計画期間中特に重点的に取り組む６つのプロジェクトとプロジェ

クトに基づく 14 のプランを設定しております。一つ一つのプロジェクトは重点課題の解決に

向け、先ほど説明させていただいた分野別計画の各分野における施策項目内の基本事業を分野

や施策にとらわれず横断的に関連づけ、一つのプランとしてまとめ、その複数のプランを重点

課題の解決に向けた大きな原動力となるようにプロジェクトとして体系づけたものになりま

す。内容について説明させていただきますが、24 ページからを参考に説明させていただきたい

と思います。こちらの１ページに２つのプランを記載しておりますが、例えば、上のほうなの

ですが、プラン１、もしもに備えた安心のまちづくりとありまして、その上にラインが引いて

あって、その上に書いてあるのが安全・安心というプロジェクトということになります。 

まず、１つ目の重点プロジェクトである安全・安心プロジェクトにつきましては、災害や犯
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罪、事故などに対する安全性の向上や、だれもが地域の支え合いなどにより安心して健康に暮

らすことができるまちづくりを進めるための３つのプランからなっております。その１つ目、

24 ページの上段ですが、もしもに備えた安心のまちづくりプランでは、災害や事故などから生

命や財産を守る。もしもに備えたまちづくりを進めるため、防災計画の見直しや防災マップの

策定を実施する基本事業、総合的防災体制の確立や津波避難計画などの作成を実施する災害応

急対策の充実、そのほかに消防体制の充実や救急医療体制の充実など３つの分野から９つの基

本事業を関連づけ、１つのプランとしております。２つ目、24 ページ下段になりますが、自立

して暮らせる地域づくりプランでは、だれもが住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくり

を進めるため、元気号の充実などを実施事業とする基本事業、日常生活を支える移動手段の確

保・維持や地域福祉体制の充実、高齢者総合対策の推進など２分野８つの基本事業からなって

おります。３つ目、25 ページの上段になりますが、自主的な健康づくりプランでは、健康の維

持増進を支える環境づくりを進めるため、自主的な健康づくりの推進や高齢者の生きがいづく

りの推進など２つの分野から６つの基本事業を関連づけております。 

次に、２つ目の重点プロジェクトである活力・魅力プロジェクトについてですが、まちの資

源を相乗的に連携させ、まち全体の活力や魅力の向上を図り地場産業の競争力を高めるための

３つのプランから構成されております。１つ目、25 ページの下段になりますが、食をテーマに

した活力あるまちづくりプランでは、食育や食関連産業、しらおいブランドの向上など食をテ

ーマにした活力あるまちづくりを進めるため、安全・安心な学校給食の提供や食材王国しらお

いブランドの推進など、３分野から９つの基本事業を関連づけ、１つのプランとしております。

２つ目、26 ページの上段になりますが、風土を育み、誇りと愛着が持てるまちづくりプランで

は、自然や歴史、文化を大切にし、町民が白老町に誇りと愛着を持てるまちづくりを進めるた

め、自然との共生やふるさと教育体験学習の推進、また、現在その整備内容の検討が進められ

ております「民族共生の象徴となる空間」の整備促進など、３分野にまたがる８つの基本事業

からなっております。３つ目、26 ページの下段になりますが、働く場があるまちづくりプラン

では、産業の創出や誘致による潤いのある生活の確保や安定した雇用の場の確保を進めるため、

起業と産業連携の促進や東京事務所などを中心として新たな企業の誘致活動を実施する企業

誘致の推進、商工業の活性化など３分野７つの基本事業を関連づけており、重点的に実施して

まいります。 

次に、３つ目の重点プロジェクトですが、教育・共育、共に育むプロジェクトです。このプ

ロジェクトは、子供を安心して産み育てられる環境づくりや子供や若者がみずから成長できる

環境づくりを進めるための２つのプランを設定しております。その１つ目、27 ページの上段で

すが、子供を産み育てやすい環境づくりプランでは、安心して子供を産み育てられる環境づく

りを推進するため、子育て支援として母子保健対策の充実や保育の充実、地域ぐるみで学校教

育を推進する学校・家庭・地域の連携の促進など２分野６つの基本事業を関連づけて実施しま

す。２つ目、27 ページ下段ですが、子供・若者の可能性を伸ばす環境づくりプランは、学力や

体力、豊かな心の育成や地域社会への参加などを通して若者の可能性を伸ばす環境づくりを進
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めるため、多様な体験などを通じて健やかな心身を育成する豊かな心と健やかな体の育成、学

習機会・学習環境の充実や家庭教育・地域教育の推進など２分野７つの基本事業を関連づけて

実施していきます。 

次に、４つ目の重点プロジェクトである持続・安定プロジェクトにつきましては、良好な自

然環境の保全や循環型のまちづくり、地域産業振興による安定した財政力の維持など、本町が

将来にわたり持続的に発展していくための２つのプランを設定しております。その１つ目が、

28 ページの上段になりますが、自然と調和するまちづくりプランでは、だれもが安全・安心し

て快適に暮らせる自然と人が調和するまちづくりを進めるため、ごみの減量化や資源化などに

取り組む基本事業、資源循環型社会の形成や自然との共生、特色ある景観の形成など３分野８

つの基本事業を関連づけて実施していきます。28 ページ下段の２つ目、安定した財政力を維持

するまちづくりプランでは、財源の確保や負担を将来に転嫁しない健全な行財政運営を行うた

め４分野７つの基本事業を関連づけて実施していきます。 

次に、５つ目の重点プロジェクトである町民力・地域力プロジェクトは、町民や事業者と行

政が協働でよりよいまちづくりを進めていくための２つのプランを設定しております。その１

つ目、29 ページ上段ですが、協働する意識や意欲を持った人づくりプランでは、地域社会に貢

献する意識や意欲のある人づくりを進めるため、地域福祉体制の充実や障がい者理解の促進、

町民参加の促進や地域活動の推進など４分野 11 の基本事業を関連づけて実施します。次に、

29 ページ下段、町民が活動しやすい環境づくりプランでは、移動交通手段の確保や生きがいと

潤いのある暮らしを支えるため、公共交通ネットワークの維持確保、バリアフリーのまちづく

りなど３分野５つの基本事業を関連づけて実施します。 

最後に、６つ目の重点プロジェクトである共感・信頼プロジェクトについてですが、町民に

信頼される行政運営を進めていくための２つのプランを設定しております。30 ページ上段、１

つ目の町民と行政が情報を共有する環境づくりプランでは、町民と行政が信頼関係を深めなが

ら情報を共有する環境づくりを進めるため、地域情報化の推進や町民まちづくり活動センター

と連携して取り組む地域活動の推進。広報広聴活動の充実の２分野３つの基本事業を関連づけ

て実施します。２つ目、30 ページの下段ですが、町民に信頼される役場づくりプランでは、効

率的・効果的な行政運営、職員の意識改革や意欲の向上により町民に信頼される行財政運営を

進めるため、身の丈に合った効率的な財政運営を進める健全な財政運営や行政サービスの充実

など４つの基本事業を関連づけて実施していきます。 

以上、６つのプロジェクトにつきましては、現在策定を進めております実施計画においても

優先事業と位置づけ、役場内の関連部署においても横断的な連携を図りながら計画期間内にお

いて重点的に取り組むものになっております。以上が重点プロジェクトの説明になります。 

続きまして、計画の実現に向けてということで、71 ページ、内容は 72 ページからになりま

すが、基本計画に示しました重点プロジェクトや分野別計画を着実に推進していくための組織

体制や進行管理の仕組みなど計画の実現に向けた留意点を大きく３つに分けて整理しており

ます。まず、72 ページの上段の計画推進体制についてですが、①番、役場内における計画推進



 17 

体制では、施策の推進を図るため担当部署が責任を持って目標や取り組み内容を町民と共有し

て推進していくということ。次に、重点課題を横断的に推進するため、プロジェクトチームな

どの効率的な実施体制で推進するということ。次に、施策を効率的・効果的に推進するため、

必要に応じて組織の再編成を行うとしております。 

次に、②番目の協働・連携による計画推進体制としましては、計画推進に当たっては、町民・

議会・行政が協働して取り組むとともに関係機関との広域的な連携体制を深め推進していくと

いうこと。次に、町民組織に育成を支援し、施策目標達成のため町民の主体的な活動を促進す

るとしております。 

次に、進行管理の仕組みについてです。73 ページからになりますが、１番目、ＰＤＣＡサイ

クルに基づく進行管理体制といたしましては、重点プロジェクトや分野別各施策に位置づけた

評価指標を活用した進行管理に取り組むとともに、ＰＤＣＡサイクルに基づく効率的で効果的

な行政運営を一層推進してまいります。次に、73 ページの下段ですが、②、町民の目線による

進行管理では、町民アンケートの実施などにより町民の意識や満足度を定期的に把握し、分野

別計画に位置づけた施策について進捗状況を公表していきます。 

最後に、74 ページです。財政計画との連動についてです。①番目、財政計画と整合のとれた

実施計画の立案としましては、現在策定を進めております実施計画につきましては、予算編成

との連動はもとより新財政改革プログラムとの整合のとれた計画とし、実効性を確保していき

ます。②、予算編成・執行手法の継続的な研究では、計画の効果的な推進に向けまして、これ

までの考えにとらわれず、予算編成や執行方針について検討を行い、弾力的な運用に努めてい

くとしております。 

以上が基本計画案の説明ということになります。 

○委員長（小西秀延君） 高橋企画政策課長。 

○企画政策課長（高橋裕明君） それでは、私から４番目の実施計画の概観ということで若干

ご説明いたします。ただいまご説明いたしました基本計画と先日の総論、基本構想を受けて、

具体的な取り組みの計画として実施計画を策定いたします。これにつきましては、基本構想・

基本計画の議決後にまとめるということにしておりますが、現在のところこの実施計画につき

ましては、３カ年ということでそれぞれ８年間ありますので８期の実施計画がつくられると。

それで、今回つくりますのは第１期実施計画ということで、平成 24 年から 26 年までの３カ年

の実施計画が第１期実施計画ということになります。実施計画の内容につきましては、この基

本計画の施策、それから、基本事業をさらに具体的な取り組みの事業として整備していくもの

で、３カ年の取り組みをあらわすものです。24 年度につきましては、もう予算が確定していま

すので、事業の確定はされておりますけれども、これから 25 年、26 年の事業取り組みを整理

していくという段階でございます。ちなみに、24 年度の事業につきましては、臨時事業費とし

ては７億 3,300 万円ほどの事業費で、一般財源が１億 1,800 万円というふうになっております

が、総体でこの総合計画の実施計画に載せるのは、第４次の総合計画のときは実行計画として

予算規模、一般会計、その他会計合わせて 24 年度は 180 億円ぐらいありますけれども、その
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すべての事務事業について掲載しておりましたが、第５次につきましては政策的な取り組みの

事業ということでまとめております。ちなみに 24 年度につきましては、180 億円のうち総合計

画・実施計画に載るのは 37 億円ほどの事業になります。総予算から見ますと 20％ほどの規模

になります。実施計画の内容ですが、さきにご説明しておりますけれども、特に財政計画との

整合性、これは事業内訳として事業費、一般財源地方債、それらを載せてまいります。それか

ら、基本計画との連動ということでただいまご説明しました重点プロジェクトですとか、基本

事業との連動ということで、すべてコードで管理をしまして、どこの政策と関連しているかと

いうことを明確にしてまいります。さらに、町長公約との連動性の確保ということで、町長公

約についてもどこに取り組みが載っているかということを明確にしております。さらに進行管

理では、その成果指標というものをつくりまして、進捗状況をつくってまいりたいと考えます。 

以上、実施計画の概観です。 

○委員長（小西秀延君） 長時間のご説明ご苦労さまでございました。ただいま説明がありま

したが、最初に基本計画案についての質疑を承りたいと思いますがどうぞ。 

３番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。今説明を聞きながらわかった部分もあるのですが、今の情

勢、社会的なあるいは白老の情勢、今までの到達点、そういうものから考えて、それでは、現

時点に立った基本計画として、どんなふうにこれを読めばいいのか、現時点での課題というも

のをどういうふうに押さえればいいのかなというふうに考えるわけですけれども、そうなって

くると、今話をずっと聞いていて、いつの時代でも通用する共通目標がずっと並んでいるので

はないかと。それを経過して、現時点ではまた新しい追加しなければならない部分というのが

出てくるはずなのですけれども、そういうところの区分けというのが見えないなという感じが

するのです。その上に立って、それでは、私たちが目指すもの、理念と、それから、実現しな

ければ、具現化しなければないものとは違うのではないのか。私たちが今やらなければならな

いのは、今までもずっとこの理念というのはあったわけだし、目標があったのだけど、具現化

していくものというのは前とかなり違っていくものではないのかなという気がするのです。そ

れで、そうやって考えますと、このたくさんあるこういう行政の課題の中で実現していくには、

計画がばらばらではなくて１つの解決しなければならないものにみんなでそれを寄せていか

なければならない、そういうものがあるのではないかと。そう思うと、１つの課で解決できる

ようなものではない。横断的にこれを取り組むという言葉が何回も今出てきましたけれども、

まさにそのとおり、いろいろものが寄せ合って一つのものができ上がっていくという方向でな

ければならない。だとすれば、１つは、このたくさんある課題の中でどういうふうに絡み合う

のか。これは別々にあるものではなくて、だからフローチャートというのですか、実施計画の、

どんなふうに政策をつくり上げていくのかというフローチャートの図というのがどうしても

なかったら、お互いの関連性というのが見えてこないのです。というふうに一つは思うこと。 

それからもう１つは、重点プロジェクトをつくって、この政策を集めていって、それを何と

か解決していく方向へ向かうのだけれども、それが庁舎内の体制でやられるとすれば、町民に
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理解するものになるのかどうなのか。本当に町民にまちづくりをそういう方向でつくっていく

のだという、そういうものを町民に理解してもらわなかったら進まないわけですから。ですか

ら、どうもこうやっていて聞いていて、どういうふうに理解され、これから先々のまちづくり

をどんなふうに進めていくのかという姿というのが見えていない、見えてこない、幾ら聞いて

いても。美しい言葉で、やらなければならことはいっぱいあるのだけれども、それが今全部で

きるわけではないわけだし。だから、その中でどこを重点にずっとこうやって進めていくのか

ということ、それを町民にも知らせていくという方法というのが必要ではないかと。そのため

にも全部まとめていくフローチャートの図が必要ではないかというふうに思うのですけれど

も、そのあたりの見解を伺いたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒克己君） まず、１点目の現在の情勢の中でいろいろ課題等をこちらの

ほうに記載して、それに対しての施策目標、基本事業という形で示してございますが、それに

ついては確かに斎藤委員おっしゃるとおり、一つの課で解決できるものもあれば、そうではな

いというものも実際はあります。それで、その辺については現状ではこちらのほうには記載さ

れていないのですが、今後、現在の実施計画の中で例えば 24 年度事業についても予算が組ま

れていますので、どこの課が担当して、どういった事業というのはお示しているのですが、例

えばその中でも、予算は確かにその一つの課のグループで提出して行っているのですが、それ

に対していろいろな課がかかわっているという部分は、実際は多々ございます。それで、そう

いった部分については、今後できる限り実施計画の中である程度フローチャート的なものも含

めれば、そういった形で進めていきたいというふうに考えてございます。 

また、２つ目の重点プロジェクトの関係で、町民に理解してもらっていないのではないかと。

どんなふうにまちづくりを進めていくのかという部分につきましても、実際この総合計画の基

本構想・計画につきましては、３カ所で住民説明会を４月の段階でやらせていただきました。

それで今後、実施計画ができた段階におきましても、これにつきましては町民の方々に説明す

る考えでございまして、そういった中でなかなか今回の総合計画の基本計画の部分については、

やはり全部の分野を網羅せざるを得ないという部分もあるのですけど、実施計画の中におきま

してはやはり選択と集中と。それから、財源のかかわりもございまして、３カ年ですけど今後

どういった部分を、事業を進める中で町の方針としまして、どういったまちづくりを進めてい

くのかというのが、その中で見えるかなというふうに考えておりますので、そういうものを今

後の実施計画の中に盛り込んでまいりたいというふうに考えております。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 今の答弁の中に実施計画中で具体化していくと、それは当然なことな

のかもしれませんけれども、実施計画の前に総合計画の中で本当に大事なものを絞り込んだ図

というのがどうしても必要だろうと私は考えているのです。それが後になってではなくて。 

それから、町民が理解をするのに説明会という言葉もあったけれども、それは、来た人には

説明してわからせることができるかもしれないけれども、ほとんどの人はこういう文章を読ん
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で理解をしなければならない。そうすると、この文書の中でわかりやすくなっていなければな

らないはずです。そういう意味では、ただ後になってそれを並べ立てれば、ほかの政策と並列、

全部が並列みたいに見えてしまって、重点が見えてこないという感じがするわけです。そこで、

１つ率直な疑問で聞いておきたいのですけど、例えば、地球環境守りますと、こういう言葉で

書かれています。それでは、今問題になっている地球環境を守るためにＣＯ２削減を何％やる

のかという、そこが今重点、大事なのだというところが、これは後になってこないと見えてこ

ないわけです。だけれども、今地球を守ろうというのは１番大きな問題なはずなのです。 

それから、もう一つは防災問題。防災の問題だって、これも何とかそういう防災の体制をつ

くりますと書いてあるのだけれども、それは守るのが当たり前なのだけれども、かつて経験し

たことのない８メートル、９メートル並みが白老にも押し寄せてきますと、そのために防災を

意識の面ではなくて、ハードの面でどんなふうにしていくのかということは、これは年次計画

で進めていかなければならなかったはずです。そうしなかったら、やろうと思っていっぺんに

できる仕事ではない。本当にそれだけの災害から身を守るということは本当に何年もかけて見

守っていかなければならないということからいうと、本当にこれは今すごく重要な問題で、今

までどおりの体制では絶対だめだというふうに思うのです。 

それから、自然エネルギー。これだって言葉の上では少し書いてあるのです。再生可能エネ

ルギーの方向というようなことが書いてあるけれども、それでは、白老として今社会的な問題

になっている原発から脱出して、そして、その自然エネルギーを白老町として、どういうまち

づくりの観点に押さえるかということが一向に見えてこないわけです。せっかく分析した、今

大事な部分の分析がこの総合計画の基本の中に入れられていない。ただ一遍の何とか体制をつ

くります、何とか守りますという言葉しか出てこないのです。本当にそこのところを今やらな

ければ白老町としてはこれから先大変だというところがどうして見えてこない。 

もう一つ言うと、公共交通の部分で、何とか今までのものをもう少し発展させてというよう

な言い方をしたけれども、本来のねらいというのは、この前の計画にもあったように、今これ

からの高齢化社会の中でデマンドバスを何としても導入しなかったら、本当に豊かなまちづく

りとは言えないと。こういう観点で出てきていたはずなのです。それが、そういうまちづくり

の一つの大きな観点として出てきていない。これは後で、実施計画の中でそれは全部考えるの

です。その場にならないとまちづくりの１番大事な部分が見えてこないというのは、これは違

うのではないか。今総合計画の中でこそ打ち出すべきではないか、私はそんなふうに、このも

のを見ていたら、どうも平板で、何をこれから町民がやればいいのか、ここを頑張ればいいの

だということが見えてこない。そこの部分が物足りない感じがするのですけれども、そのあた

りの見解をお願いします。 

○委員長（小西秀延君） 大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒克己君） 非常に難しいご質問かなと思います。まず、フローチャート

という部分につきましては、先ほどとも重複するかもしれませんが、実際今回の重点プロジェ

クトの中でいろいろ 14 のプランをお示ししておりますが、この中で確かに１つのテーマに対
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して分野いろいろかかわってくるというようなことで今回は今までとは違って新しく示して

いるのです。これというのは、例えば 24 ページの上段で言えば、もしもに備えた安心のまち

づくりという中の一つのプランに対して主な関連施策ということで、分野では生活環境、健

康・福祉、教育・生涯学習と、この３分野がかかわっていると。これについては、フローチャ

ート図という部分まではいかないまでも、実際ここに携わる課が連携して、一種のプロジェク

ト的なものをつくるかつくらないかは別にしまして、この３分野がかかわることで最終的な、

もしもに備えた安心のまちづくりという部分を今後推し進めるのだということで記載してご

ざいますので、この辺について何とかフローチャート図まではいかないのですけど、そういっ

た考えでご理解はいただきたいと思っております。 

それと、いろいろな例を出してご質問いただきましたが、実際、今後の目標となるものとい

う部分につきましては、今回、議会の議決の中には外させていただいておりますが、あくまで

も、達成の指標というものを今後、施策目標の下の部分でこの計画の中ではそういったもので、

例えばＣＯ２にしても、これはまだ具体的に出ていないのではっきりしません。例えば先ほど

斎藤委員がおっしゃられた地球環境を守るという部分でＣＯ２削減何％やるのと。あるいは電

力でもいいです。町としては何％の節電をやるのかという部分の目標につきましては、今後取

りまとめて、この総合計画の基本計画の中に盛り込む考えでございますので、それも年度的に、

例えば現在はここだけど、最終年は何％だと、そういった形で考えてございますので、その辺

はご理解いただきたいと思います。 

あと、最終的にはこういう言葉は使っていませんけど、総花的で全部平たんな、逆に言えば、

今回８年間の中でどこが町として集中的にやるものかどうかという部分がこの計画の段階で

は見えないというお話かと思います。これにつきましては、ちょっとつくりの中ではやはり、

町としてこれから今後８年間進めなければならないものについては、甲乙つけがたい部分とい

うのは実際あるかと思うのです。やはり、行政として町民に対していろいろなことを進めてい

く中では、幅広く基本計画の中ではやはり記載した上で、その中で具体的にここがちょっと弱

いとか、時代、時代でその辺の状況も変わってくるかもしれません。そういった中では、やは

りその辺の方向性につきましては、実施計画の中で方向性は示していきたいというふうに私ど

もとしては考えているところでございまして、ちょっとご答弁になっていないかもしれません

が、この辺はご理解いただきたいというふうに思っております。 

○委員長（小西秀延君） １番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） １番、氏家です。今回このいろいろな計画についての説明を受けた中

で、こういった言い方をしてしまうと大変失礼なのかもしれません。第４次の総合計画を照ら

し合わせてみても、何となくずっと読んでいっても、目の前の課題解決に向けた計画案みたい

にしか僕は読み取れない部分があるのです。全部が全部ではないです。というのは、例えばこ

の８年間の計画の中で、基本構想・基本計画の中で、８年後の白老町の人口減少、それから、

多様化する社会情勢の変化、そういったものが８年後の白老町の姿として、しっかりとした青

写真として、こういったまちをつくるのだという青写真ができていて、それに向かっての基本
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構想・基本計画、そして、それに向けての実施計画になっていっているのかどうかということ

なのです。そこが僕は１番大事なところではないかと思います。基本構想・基本計画ができま

したと。そして、それに対応する実施計画、重点プロジェクトを組んでいきます。それでは、

それを何のためにやるのかという８年後の姿が僕は何かこう見えてこないのです。例えば環境

整備、１点例を挙げて言います。全部が全部ではないということは先ほど言いました。例えば

環境美化・衛生についても、これから８年後の白老町の環境美化・衛生について、どういった

青写真を持っているのかということなのです。例えば今生活環境、それから、教育施設を取り

巻く環境美化整備、ほかの例えばいろいろな河川も含めて、今取り組んでいるものもあるけれ

ども、でも、それ以上に例えばこういった緑化事業をやりたいと言っても、その後の維持管理

が大変だからこれ以上の計画は持っていないという感覚が現状にあるのではないのかと僕は

思っているのです。ただ、これが、８年後の白老町にどういった青写真の中で、緑化・美化に

向かっていくのかとか、そういったものがなかなかで見えてこない。これは協働で、個人、団

体の力を借りながら推し進めていきましょうという考え方は、これは前から変わらない考え方

ではないかなと思いますけど。ただ、８年後の白老町の姿というものを皆さんがちゃんとした

青写真の中で描きながら、こういった構想、計画を練っているのであれば、もうちょっと違っ

た形の表現になるのではないのかなと思うのです。ごめんなさいね。具体的にこうあるべきで

はないかということが言えないのでちょっと失礼なのかもしれないけれども。何となく青写真

が見えないということだけがちょっと私、今回の計画案を見ながら思うことなのです。４次の

総合計画のときもそうでした。でも、結局は最終的に検証しながらここまでできました、ここ

までで終わりましたという形はあるのかもしれないけれども。果たして青写真がしっかりでき

た中での計画、構想だったのかということがすごく疑問に思う点でございます。その辺につい

ての考え方があれば、ちょっと聞いておきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 高橋企画政策課長。 

○企画政策課長（高橋裕明君） ただいまの氏家委員のご質問でございますけれども、確かに

８年後の姿というものをしっかりとらえて、どういうような内容にしていくかという議論はし

てまいったつもりでございますけれども、第４次の計画と構造的に違う部分というのは、４次

の計画というのは基本構想を打ち出して、それに対してもう基本計画と合体した実行計画とい

う形で、具体的な内容と行政活動の全部を網羅した形で策定しておりますけれども、今回は基

本構想と基本計画ということで方向性を示して、そして、具体的な活動はすべて実施計画に盛

り込むという構造になっておりますので。例えば基本計画の中にこういう手法でこういう事業

をやっていきますといったときには、やはり、それが８年間続くのかどうかということが別の

議論になりますので、そういう手法ですとか取り組み方法は実施計画のほうでその都度押さえ

て実現に向かうと。そして、さらにその実現に向かう取り組みが効果的・効率的でない場合は

違う方法にするという弾力性を持った実施計画の運用にしていこうということにしておりま

すので、確かにおっしゃるとおり、基本計画で具体的なそういう取り組み内容とか、そういう

方が参加していくかというものを盛り込められればいいのですけれども、８年間それができる
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のかという議論になってしまうので、基本構想・基本計画の中ではやはり方向性だけを示すよ

うな形にとどまっているということでご理解願いたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） １番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） １番、氏家です。課長、僕が言っていることは違うのです。僕、基本

計画だとか基本構想というのはあるべき姿に向かっていく計画段階であって、別に具体的にど

うのこうのという問題ではないと思っているのです。ただ、その計画、構想を練る根拠です、

根拠。例えば８年後の白老町のあるべき姿というものを皆さんの中でちゃんと描きながら、そ

ういったものを考えていかれているのかどうかということなのです。それがあって初めて、例

えば基本構想はこういった考え方で進んでいきますと、基本計画立てていきます。その中で、

それに向かって重点プロジェクトを組んでいくのだという考え方があるかどうかということ

なのです。だから、そこの考え方さえしっかりしていれば、基本計画・基本構想というのが、

例えば文字の羅列なのかもしれないけれども、でも、それに向かったしっかりとした計画、実

行計画というのは立てていかれるのだと僕は思っているのです。ですから、今回の基本構想・

基本計画においては、その根拠だけがしっかりしていれば僕はいいと思っているのです。あと

はそれに向かって実行計画をしっかりとした議論の中で、各重点項目について議論していけば

いいいと思っていますので、そこだけの考え方です。そこだけはっきりさせてもらいたい。 

○委員長（小西秀延君） 高橋企画政策課長。 

○企画政策課長（高橋裕明君） 今のご質問でございますけれども、今回の総合計画を策定す

るに当たりましても、やはりまず、これまで進めてきた経過、結果を踏まえて、そして、さら

に現状分析とこれからの課題となるもの、それをまず明らかにして整理しているというところ

が、基本構想でも書かれていますけれども、その議論を集約したものが６つの重点課題であり、

分野ごとの重要政策になっている、そういうふうにまとめてまいりました。それを受けて、特

にきょうご説明しました重点課題については、重点プロジェクトとして解決していくというこ

とで、先ほど斎藤委員のほうからもご質問ございましたけれども、例えば先ほどの地球温暖化

についてとか、自然エネルギーについては、重点プロジェクトの９番目、自然と調和するまち

づくりが入っていますし、防災対策についてはもしもに備えた安心なまちづくり、公共交通に

ついては、12 番目のプラン、町民が活動しやすい環境づくりということで、その重点的な課題

をとらえて重点プロジェクトということで進めてまいるということで、氏家委員のおっしゃい

ました、これまでの課題ですとか、これからどういう方向で進んで８年後にどういうふうにな

るべきかという議論としてまとめたものというふうにご理解いただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） １番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 課題整理というのは当然、検証も必要ですし、第４次総合計画の課題

の抽出、そして検証、これは大事なことなのです。これは多分、これにある程度盛り込まれて

いる、網羅されているのだと思うのです。だから、そういったものは検証され、そして、課題

として抽出されていて、それで、これから先のまちづくりです。これから先のまちづくりがこ

の第５次総合計画の中にしっかりとしたまちの将来像として位置づけられないと。８年後です、
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８年後。８年後の白老町の未来。これを町民の方々に説明できますか。目先のこういった課題

があったから、例えば１年後、２年後、３年後の話ではないのです。８年後の将来像をこの第

５次総合計画の中にしっかりと示していかなければいけない。違いますか。僕はそこだと思う

のです。だから、先ほど言ったみたいに、これに網羅されている課題、それから、今までの検

証という部分ではある程度のものが書かれています。それはそれでいいと思う。その書かれた

中に今後の８年後の将来像の白老町の姿が見えていて、皆さんがこれをつくったものなのかど

うかということだけが聞きたいことなのです。わかりますか。今までの課題をすべて整備した

のはわかります。検証したのも本当に検証してきたのだと。だから、これからの環境問題につ

いてこう取り組む、それから、教育の部分にもそう、それから、福祉の部分についてもそう、

課題を見つけたのだと、課題を見つけて検証もしましたと。それで今こういうふうにまとめま

したと。ただし、８年後の白老町の将来をしっかりと頭の中に描いた中でのこれから計画にな

っていくのかどうかということだけが、私が知りたいところなのです。だから、しつこく言い

ません。これで終わりますけれども、そこだけはしっかり考えてもらいたいというか、考えて

いるのでしょうけれども、確認事項です。そこだけの青写真をしっかりと皆さんの頭の中で描

きながら、こういった計画に取り組んでいかなければ、これからいろいろな質問に対して、皆

さんの答えできなくなると思います、はっきり言って。僕はそういうふうに思うのです。です

から、今ここでの確認事項として聞いているだけです。 

○委員長（小西秀延君） ここで、会議の延長を宣言いたします。 

引き続き会議を続行いたします。 

４番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 会議を続行するのはいいのだけれど、何時まで続行するのかというこ

とと、この町との質疑応答をあと何分ぐらいやる考えなのか。私は、今の状況では非常に不十

分だというふうに思っておりますけれども、あと 30 分ぐらいでやめて、それで質疑終わりと

いうふうになるのかどうか。委員長の考え方を含めて、今後の計画出ていますから。それで押

せるのかどうか。そこだけちょっと先に聞いておきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） それでは、本日の日程としては、お昼も絡みますので 12 時 30 分ぐ

らいまでと考えております。それで質疑応答がまだ終わらないようであれば、後日、日程に質

疑応答を組み込みたいと思います。その後、本日の会議で冒頭説明しました、課題、修正事項

の質疑終了後から、また引き続き後日の委員会等で進めていきたいと思っておりますが、ご意

見ございますか。よろしいでしょうか。 

４番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） それだったら、きちんと質疑、時間取ってやったほうがいいです。30

分ぐらいで出ないなんて僕はちょっと思えないのです。だから、改めて質疑のをきちんと取っ

たほうが。せかされてやるというのはだめなのです。切れてしまうから。この次ならこの次で

もいいから、質疑はきちんと２時間なら２時間と委員長が考えているのならそれでいいですか

ら、きちんとその間は取るというふうにしてほしいと思います。今 30 分延ばす意味は今のあ
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れだったらないのではないかと思うのです。そこで食事前にワーワーやってもしようがないで

す、はっきり言えば。 

○委員長（小西秀延君） そういう意見がございましたので、この質問で一たん終了し、後日

の委員会に質疑を引き継ぎたいと思いますがよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） ただいまのご質問に明確に、正確に答弁というふうに思って、今の

流れから言うとそうなのですけれども、今の氏家委員、それから、斎藤委員の中でも、いわゆ

る姿が見えないというようなお話がありました。申しわけございません。答弁調整ということ

で時間をいただきたいというふうに思います。申しわけございませんけれども、この部分の答

弁が、私どものほうの調整もどの程度かちょっとわかりませんので、委員長にお願いですけれ

ども、本日の部分はこれを保留とした中でやっていただければというふうに思うのですが。 

○委員長（小西秀延君） 副町長より、この答弁につきましては答弁調整のため保留したいと

いう申し出がございました。後日の委員会開催時に氏家委員からの質問の答弁から進めたいと

思います。 

ここで、本日の委員会の調査はこの程度にとどめたいと思います。次回は８月７日、午前 10

時から特別委員会を開催いたします。 

ここで委員長からお願いをいたします。次回８月７日の特別委員会の内容は、今回の質疑、

それと、前回の質疑も兼ねます。そして、課題、修正事項等の検討と引き続き入ってまいりま

す。次回会議では総合計画（案）の全体についての課題、修正の意見の集約と検討を行います

ので、各位には十分ご検討の上、ご意見を出していただくようお願いを申し添えます。 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（小西秀延君） これをもって本日の特別委員会は閉会いたします。 

（午後 ０時０５分）  


