
 1 

平成２４年白老町議会総務文教常任委員会会議録 

 

平成２４年 １月３０日（月曜日） 

開  会  午前１０時００分 

閉  会  午後 ０時３１分 

                                         

○会議に付した事件 

 付託審査 

１．陳情第３号 白老町庁舎エレベーター設置要望に関する陳情 

                                         

○出席委員（７名） 

委 員 長 小 西 秀 延 君      副委員長 坂 下 利 明 君 

委  員 吉 田 和 子 君      委  員 斎 藤 征 信 君 

委  員 山 田 和 子 君      委  員 本 間 広 朗 君 

委  員 前 田 博 之 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     参 考 人    堂 前 文 男 君 

     総 務 課 長    岡 村 幸 男 君 

     総 務 課 主 幹    岩 本 寿 彦 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    千 石 講 平 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） ただいまより総務文教常任委員会を開会いたします。 

（午前１０時００分） 

                                         

○委員長（小西秀延君） 本日の委員会の日程について、事務局から説明いたします。 

○事務局長（千石講平君） 12 月会議において総務文教常任委員会に審査付託されました、陳

情第３号 白老町庁舎エレベーター設置要望に関する陳情書の審査を行うこととなっておりま

す。陳情書の提出者をきょう参考人としてお呼びしておりますので、最初に提出されたことに

対する願意をお聞きして、その後、担当であります総務財政部総務課より説明を受けて質疑等

をお受けする、このような日程となっております。よろしくご審議をお願いいたします。 

○委員長（小西秀延君） それでは、陳情第３号 白老町庁舎エレベーター設置要望に関する

陳情書を議題に供します。 

これより審査に入ります。陳情書を事務局長より朗読させます。 

○事務局長（千石講平君） 陳情第３号、皆様お持ちでしょうか。それでは、陳情書の朗読を

行います。２ページ目をめくっていただきたいと思います。 

白老町庁舎エレベーター設置要望に関する陳情書。 

白老町庁舎にはエレベーターが設置されておらず、２階での所用や白老町議会の傍聴等に困

難な状況が続いています。障がい者の社会参加を阻害するとともに、健常者と同様の権利の享

受にも障壁となっており、障害者基本法や北海道障害者条例等々の趣旨にも反するものであり

ます。最近は障がい者への社会的理解も進んでまいりましたが、白老町の行政の拠点たる庁舎

にエレベーターの設置がない状況は、誠に遺憾であります。白老町議会は、みずから議会改革

を行っており町民として敬意を表しますが、障がい者の暮らしやすい地域づくりを推進すると

ともに、議会への容易な傍聴も困難である現状をまず改革願いたく、白老町庁舎エレベーター

の設置を陳情致します。 

以上、白老町議会会議規則第 77 条の規定により陳情いたします。 

平成 23 年 11 月 30 日。提出陳情者、白老町字竹浦 181 番地の 344。白老町障がい者団体連絡

協議会会長、堂前文男。 

12 月 5 日付で受理してございます。陳情の趣旨等の詳細の説明については最後のページに記

述されておりますけれども、これについては既にお読みになっていると思いますので、朗読は

省略させていただきます。 

以上でございます。 

○委員長（小西秀延君） 次に、陳情の審査のため、参考人として白老町字竹浦 181 番地の 344、

白老町障がい者団体連絡協議会会長、堂前文男氏を招へい致しております。参考人の入室をお

願い致します。 

暫時休憩といたします。 
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休憩 午前１０時０３分 

                                         

再開 午前１０時０４分 

○委員長（小西秀延君） それでは、休憩前に引き続きまして会議を再開いたします。  

参考人には、本日は大変お忙しい中、本委員会の陳情審査にあたりまして、参考人として快

くお引き受けをいただき、誠にありがとうございます。  

早速、陳情提出者である白老町障がい者団体連絡協議会会長、堂前文男氏より陳情書を提出

された願意についてお話をお聞きしたいと思います。 

堂前会長、どうぞよろしくお願い致します。 

○参考人（堂前文男君） 本日は大変お忙しい中、私どもの陳情に対して趣意説明の機会を与

えていただきましたことに、ありがとうございます。また日頃から町民に開かれた議会、町民

に親しまれる議会を推進されていることに対しましても敬意を表したいと思います。 

さて、障がい者、私たちの障がい者団体もそうですけれども、めぐる施策というのは、大変

めまぐるしく変わっておりまして、国のほうの施策も平成 25 年８月には障がい者の現在の制度

が変わって、仮称でありますけれども、障害者福祉法が制定されると、そういうふうな予定に

もなっております。非常に現場的にも混迷が続いているというのが実感でございますけれども、

そういう流れの中で、実は 1991 年の国際障害者年以降、障がい者に対する理解というのは国内

でも私は随分進んでいるだろうなというふうに思っております。そういう面で国民の意識とい

うのは確実に変わりつつあるだろうというふうに私たちも理解はしているのでございますけれ

ども、一方、財政的な悪化に伴って、実際のところ障がい者への支援というものは具体的には

余り進んでいないというのが現状であるというような認識を持っております。 

白老町におきましても、財政再建の名のもとに私どもの団体等への補助金の減額等を含めて、

実際にはそういう施策が厳しい状況にあるというふうな認識を持っております。公的な機関で

すけれども、そういったところにハンディを持っている人たちが使いやすいものに配慮する。

バリアフリーを進めていくというのは、これはもうここ 20 年近くずっと言われていることで、

進めていかなければならないものだというふうに認識をしておりますけれども、過去に私ども

の団体では体育館のトイレの改修。車いすトイレが使えないですと。あるいは福祉バス。これ

は福祉バスの入れかえのときに何回もリフトつきのバスを導入してくださいというような要望

は出していました。その度に次の入れかえのときには考えますというご返事はございましたけ

れども、いまだそういったものは設置されていない現状にあります。また屋根のない博物館通

りでございますけれども、こちらの石畳につきましては、車いすの移動には大変不便ですとい

うことは、この石畳ができた時点から私どもは要望を出しておりました。しかしそういったと

ころも実際のところは変化がないという状況が続いております。むしろ民間のほうは、最近は

大型店舗を中心に、そういうバリアフリーについては積極的な配慮を行っているということを

考えますと、やはり公的な部分の推進がこれだけ遅れていいのだろうかということは、ずっと

私どもの懸念として考えてきておりました。今回の庁舎へのエレベーターの設置につきまして
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も、過去何年間にもわたって要望をしております。行政のほうもそうですけれども、非常に使

いづらいということ、あるいは議会を傍聴したいといったときにおきましても、これは現実に

は人の手を介さなければここの２階には上がれないという状況が現にあるわけでございまして、

そういったことは、開かれた議会を目指す前提として、むしろ積極的に環境を整えるというの

が本来の形であるだろうというふうにも思いますけれども、現実にはそうはいっておりません。 

先ほども申しましたけれども、障害者基本法の中でもさまざまなハンディを持つ人たちの社

会参加、さまざまな社会参加を推進するためには、そういうものを推進するということが前提

であるということはうたわれていることでございますし、最近特に私どもが注目しているのは、

資料にも添付させていただきましたけど、国連の国際障害者権利条約の中で、合理的配慮とい

うことが言われるようになりました。これはどういうことかと申しますと、障がいを持つ者も

持たない者も社会参加をさまざまな形でできるうえで、そういう配慮をするということは、こ

れは本来の形ですと。これは障がい者だから特別なものではないと。健常者であってもさまざ

まな人たちが一時的なハンディを負うとこがあります。例えば骨折をしたとき。例えば議員の

皆様方がちょっと骨折、捻挫してきょうは議会あるのだけれども、２階の議事堂に行かなけれ

ばならないのだけれども、きょうはちょっと勘弁してもらいたいと、こういう気持ちになるの

はやむを得ないことです。それと同じように、ハンディを持つ者はそういう面で配慮がされて

いなければ、なかなかそういう機会にみずから出ていくということは、どうしても足が向かな

いという現実を、それを合理的配慮を持って進めることが必要ですということを、国も盛んに

国連がこういう提案をしましたので、そういうことが今言われています。そういう面で私ども

はできればそういう配慮を１つずつ進めていってほしいというふうに思っております。  

実は、こういう問題を考えるときに、よく費用対効果のことを言われることがあります。で

はどれだけの人が庁舎にエレベーターをつけたら使うのかというようなこと。これは私どもの

視点からすると論外な議論になります。そういうことを議論すること自体おかしい。社会的な

弱者に対する配慮では費用対効果ではございません。いかにそういう配慮がなされるかの問題

であって、ここについては、ちょっと私はそういう対応については理解できない話だろうとい

うふうにも思っております。  

一時的なハンディを含めて、やはりこういった庁舎、私どもの要望に対してこの建物自体が

大変古いのだと、行政のほうは、そして構造上の設置については非常に問題があってなかなか

できないのだといったことを言われています。でも実際のところ、現状外づけのエレベーター

でも構わないですと。いろんな形の配慮をするという考え方からすれば、どこまで検討をして

いただいたのか、その返事もいただいておりません。そういったことも含めると、行政が言わ

れる総合案内窓口を設けて、そこで対応をさせていただいて、やさしい庁舎の運営を進めてい

るのだからという回答は、これはどうも私は納得できる話ではないというふうに思っています。 

申しわけないですけど、本日私出向くときにこれだけ凍結が厳しい状況で路面が凍っており

ます。きょうは申しわけないけれども、車をここにつけさせていただいて、できるだけ氷のな

いところということで来ました。ここの２階にこのように上がってきました。誰かがきょうは
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堂前が来るのだから、下で用意をしましょうという声があったほうがやさしい対応だろうと、

申しわけないけれどもそういうように思っております。そういったところの配慮をぜひ考えて

いただくと、庁舎にエレベーターをつけていただくというような検討をぜひお願いしたいと。  

１つのこれは私のきっかけとして、いろんなところにやさしい配慮された対応をしていただ

く、そうあればまちづくりの中で今度私どもが買い物するときに一番身近なのはコンビニなの

です。そういったコンビニにトイレをつけてほしい。そういったときに、まちも何も用意して

いないのに、どうして私たち民間がそこまでしなければならないのと言われることを考えた場

合でも、ぜひ公の機関にはそういった配慮をしていただくということで、そういう福祉のまち

づくりを進めていくという、一つのきっかけにしたいというようなことで、今回陳情をさせて

いただきました。  

また、別紙の資料に北海道障害者条例を上げさせていただきました。この障害者条例、実は

多くの道民の方がまだ理解をしていません。この３つの柱を最初に千葉県が権利擁護を中心と

した障害者条例をつくりました。北海道は２番目で、これは障害者条例の中で地域づくりとい

うことと権利擁護と働く支援。この３つを柱として条例をつくりました。その中で特に地域づ

くりということで、暮らしやすい地域づくりを目指すというようなことでの条例でございます。 

そういった趣旨から考えても、ぜひお願いしたいということで大変大まかな説明ではござい

ますけれども、以上で私の説明を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。  

○委員長（小西秀延君） 堂前会長、ありがとうございました。また、大変配慮が足りず済み

ません。  

それでは、委員の皆様から陳情者の願意に対しまして質疑をお受けしたいと思います。挙手

の上お願いいたします。吉田委員。  

○委員（吉田和子君） きょうはどうもお疲れさまでした。本当に、私も今言われてそうだな

というふうに。お話の中であったのですが、やはり議員さんも骨折することがあるだろうと、

私も手術をして３カ月つえをついていたことがあったのですが、やはり階段は大変でした。そ

ういったことも含めて１点は、エレベーターの設置ということでお話がありましたけれども、

具体的にちょっと伺いたいのですが、議会で議会改革を進めていく中で、傍聴者も高齢化にな

っているということと、それから先輩議員が病気で倒れられて、議会までいらっしゃっている

ときに、階段が本当に大変でとか、本当に私たちもお手伝いをしながら見ていましたので、そ

ういったことも含めてトイレの洋式化とか、それから昇降機ですか、それを設置されてはどう

かということで、トイレは設置されたのですが、昇降機がまだ設置されていないということで、

私たちも本当に、どこか、障がい者、それからそういったことにやさしいまちづくりというこ

とに徹底して考えていなかったなと私も反省しているのですが、それがもう結構たっているの

ですが、つかないままでどうなっているのかなという思いはあったのですけど、では積極的に

早くしないのとか、裏はどうなっているのということがなかったということが、その経過をも

う１回役所のほうに行政とやり取りをしなければだめだという話はしていたのですが、 陳情

はエレベーターということなのですが、庁舎が古い中でエレベーターの設置が可能なのかどう
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か。私もちょっと知識がなくて申しわけないのですが、今屋外、庁舎外に設置することもでき

るというお話をされていましたけれども、やはり利用するにはエレベーターが一番いいと思う

のですが、昇降機ということに関しては障がいのある方にとってはやさしいものなのかどうな

のか、その辺ちょっとお伺いさせてください。  

○委員長（小西秀延君） 堂前会長どうぞ。  

○参考人（堂前文男君） 実は町内には１カ所、ホテルに昇降機があります。私どもあそこの

ところで身障協会等が新年会等を行うときに昇降機を使うということで、利用することがあり

ます。ただこの中で先ほど触れましたけれども、昇降機自体が人の手を介するものなのです。

自分で操作をして自分で上がっていくというものではなくて、誰かが必ずついて、そこにベル

トを着けて安全を確認しながら一緒について行きますという仕組みで、昇降機自体はそういう

形になっています。これを基本的には人の手を介さなければということは、どうしても自分の

意思で行きたいときと何かをということにはなかなかならないものなのです。安全では確かに

３人４人かかって車いすを持ち上げて階段を上がるよりは楽だということはあるかもしれませ

ん。しかし、それは本来の私たちの望んでいるものとは基本的には違うだろうというふうには

思います。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。  

○委員（吉田和子君） もう１点。私お話を伺っていて、前に議会で１回質問したことがある

のですが、二階建てということで、生活環境課が２階なのです。割と町民がかかわる部門なも

のですから、それを下にという話をしたものですから、なかなか狭い庁舎の中でそれが難しい

ということもあってそのままになってしまったのですが、公的機関が障がい者にやさしいもの

であるかということも先ほどお話されていましたので、そういった庁舎の工夫ということもあ

まり見受けられないというふうに判断をされているのかどうか。その辺どうでしょう。  

○委員長（小西秀延君） 堂前会長。  

○参考人（堂前文男君） 先ほど凍結の話をしました。職員が危ないから少し氷割りをしまし

ょうかという声があるのかないのか。あるいは町立病院。一番僕は町立病院が。あそこにとき

どき用事があるとき行ったときに、あの駐車場から町立病院まで行く距離の中で、あれだけ路

面が凍結していますね。あの中を病気を持つ人が来たときに、果たしてあれをそのまま放って

おくのが決してやさしい行政のやり方なのかということから考えると、実はそのような配慮と

いうのはさほどされていないまちだろうなというふうに思います。例えば、いきいき４・６の

ところで実は２回ほど転びまして、１回はブラック・アイスバーンになっている駐車場。あそ

こ照明がそんなになくて、見た感じは何でもないなというのが、ところがアイスバーンがあり

ますと、それで１回転んでしまいました。また裏口から入るときの、あそこの開けるところに、

ドアのところにこの程度の段差があります、ドアの。あれは夜暗くて配慮が自分で足りなかっ

たのか、あれに引っかかって転んだという経験もあります。いきいき４・６であってもそうい

うことがありますと。まして古い建物、さまざまなところでそういう配慮というのは、やはり

なかなか。特に人が少なくなってきたというのもあるのかもしれません、職員が。以前は先ほ
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どお話しした国際障害者年以降、各イベントをやったときに、町の職員も先ほどの社協の職員

と一緒になってイベントには参加していただきました、ずっと。しかし最近は、これは社協の

仕事。これは町の取り組みはちゃんとした割り振りができていて、一体となって何かをすると

いう姿勢からは段々少なくなってきているという、僕は実感かなというふうな気はいたします。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。きょうはありがとうございます。お話を聞きながら、当然

の話といえば当然の話で、本当にみんなで配慮をしていかなければならないことの立ち遅れと

いうことを痛切に感じるわけなのですけれども。このまち、私が議員になってからまちの中で

道路をバリアフリーにするとか何とかというような、一部分そういう動きもあったということ

で、ただそれだけのことで、それが全体に及んでいないということで立ち遅れているのかなと

いうようなふうな気がするのですが、私たちちょっとわからないのは、先ほどもバリアフリー

の話が出てから 20 年にもなる。あるいは過去何年もかかって要望もしてきたと。だけどもいろ

いろな返事があったということを今お聞きしたのですけれども、過去にさかのぼっていえば、

この要望というのは前からあると思うのですが、町側に要望を正式に申し入れた、エレベータ

ーに関して申し入れたのはいつ頃で、どういう返事が返ってきたのか。そこあたりの経過とい

うのをわかっていたら教えてほしいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 堂前会長。  

○参考人（堂前文男君） 過去にやはり町長との懇談会とか、そういう機会というのは何回か

見野町長のときもありましたし、そういう機会に実はまちづくりの中に配慮してほしいのだと

いう要望は、過去に何回かは出させていただいております。文書的なものでいったのはなかな

かそういう返事がもらえないという中で、昨年正式にちゃんと出しました。そのときの文書が

ここでいただきました庁舎が古くて構造的に難しいのだということと、それから１階で２階に

必要なものがあれば配慮しますというふうな正式な回答でございました。あと、例えばこの時

期の除雪のこととか、それから信号のところに車いすで信号を押そうと思ったら、信号機のと

ころに雪があって押せないとか、そういった要望というのはその都度出てきて、そういう話も

担当の窓口には、やはりその都度私以外にも各支部の分会のほうの会長さんからあったりとか、

そういうことは過去には当然あります。その都度やっていただくこともあれば、先ほど言いま

したが継続的に声を上げていくという、私どもにもその姿勢という半分あきらめという部分も

あったりとか、むしろこれだけ財政厳しいと言われたら、では我慢しましょうかというような

ことはどうしても働きますから、その中で声がなかなか上げづらいというか、そういうことも

ここ数年はそういう流れはあります。ただやはりここ最近特に思うのですけれども、３月 11

日の震災以降のさまざまな状況を見ていて、白老のまちの中に避難所の生活をもし余儀なくさ

れたときに、障がい者向けのトイレはないの、ベッドもないのと、これはどうなのだろうかと

いったときに、やはり私たちは声を上げなければ誰もわからないのだなというようなことを再

度考えるようになりまして、防災計画に対する要望も防災担当のほうにも上げさていただいて

います。そういったこともことしぜひ防災計画の見直しの中でやってほしいというようなこと
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もありました。エレベーターだけの問題ではなくて、さまざまな配慮をするまちづくりをぜひ

お願いしたいというのが私どもの願いでございます。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君） エレベーターに焦点を絞って今のことも考えてみますと、私たちも先

ほど外づけでもいいのではないかという話もあった。この庁舎はもう古くて何とか建て直さな

ければならないと言われたのも久しくなるわけです。そして立て直すための資金を積み立てい

こうかという話をしていたのも、それが全部取り崩してしまって、それもゼロに近い。いつ変

わるかわからないと。新しくなるときにはそうなるのでしょうけど。エレベーターを外づけで

と、前に公営住宅、そういうのもあっていいのではないかと外づけもあってもいいのではとい

う話もしたような気がするのです。やはりそれはものすごい金がかかる話で大変だと。庁舎が

古いのと、財政的な条件が重なってだめなのかなと。私たちもなかなか展望が見えてこないよ

うな気がするのですけど。先ほど話が出た昇降機、いすに乗って上がっていく。いい条件では

ないということがわかりましたけれども、役場の人がそばについていて、そういう人たちの手

助けをするとか、そういうようなことでやるという配慮は、この役場の中で話し合われたこと

はなかったですか。 

○委員長（小西秀延君） 堂前会長。  

○参考人（堂前文男君） 具体的な方法について、こういうふうにしますという、こういうこ

とはどうだろうかという話は過去にはございません。過去に行政のほうからはありませんでし

た。議会でそういうことを議論されたということは承知しておりますけれども、過去にはそう

いうことはありませんでした。 

それから、先ほども外づけの話もしましたけれども、もうちょっと簡易でいえばホームエレ

ベーターのようなもの。よくありますね、家庭でもお使いのホームエレベーターのようなもの。

ああいうものの設置というものも、もし検討の中に入れていただいているのかどうかも含めて、

実は私どもに検討の内容もしっかり伝わっていないという現実でございます。 

例えば、家で高齢になってなかなか生活が２階に居住空間があって、そのときに２階がなか

なか使えなくなったというときに、簡易のエレベーターで家の中につけると、そういうものが

結構あるのです。しっかりしたものではなくても。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑をお持ちの方は。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（小西秀延君） 私から１点よろしいでしょうか。ホームエレベーターのお話が出た

のですが、昇降機で人の手を介しないとか、今ホームエレベーターも１つなのですけど、そう

いう費用的に安いような形で人の手を介しない方法というのはほかにはあるのでしょうか。  

堂前会長。  

○参考人（堂前文男君） 多分ないと思います。ほかに何かそういう便利なものというか、ち

ょっとそれはないだろうと思います。本当に庁舎の中のどこにつけるかというような検討とか、

実は以前登別市にも２階にはエレベーターはなかったのです。登別市は階段を一部つぶしてエ
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レベーターを設置したということはあります。実際、具体的な費用のことも含めて、こういっ

た検討をしましたと。実際に検討した結果、望むものはできなかったと、できませんと、この

中では。しかしこういったものを私たちは対案として配慮して検討したのでどうだろうかとい

うような、あるいは時期のことも含めて、こういう要望というのは一回出したら検討したけど

そこで終わって、次に福祉バスではないですけど、行政のほうも次のところに引き継ぎという

のがほとんどないのだろうと思うのです。そういったところで、ではこの庁舎は何年かかって

も新しくできませんと。かわるものをこうしたいのだと、そういった検討の経過だけでも、そ

ういうものはきちんと知りたいというふうには思います。 

○委員長（小西秀延君） ありがとうございます。 

ほかにございますか。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 白老町の公共施設の建物がほとんど同じ時期に建てられて、もう 30

年とかかなり建物が障がい者とか高齢者にやさしいつくりになっているかというと、そうでは

ないと思うのです。私たちは健常者、健常者と障がい者と分けるつもりはないのですが、気が

つかないところはいっぱいあると思うのです。それで、白老町の公共施設等の皆さんがお使い

になるところで、どうなのだろうかという調査を行政はきちんとしたことがないと思うのです。

先ほどおっしゃったいきいき４・６も総合保健福祉センターですから、割とやさしくできてい

るはずなのですけど、今おっしゃたように裏のほうは階段がちょっとというような話をされて、

高齢社会です、白老町は。33％や 34％で。そうやって考えると、想像もつかないことで高齢者

というは転ぶのです。うちの母も 84 歳なのですけど。転んだのでどうしたのと言ったら、ちょ

っとしたことで引っかかって転んでいるのです。私たちは気がつかない。どうしてそこにある

のがわかっているのに、というふうに言ってしまうのです、私は娘だから言ってしまうのです

けれども。でも自分は気をつけていて超えているつもりなのだけれども、超えていなかったと

いう話はよくするのです。私も今お話を伺っていて、今一番思ったことは、庁舎、大変不便だ

とお話を伺って、ほんの一部だと思うのです。そういった全庁的な調査はするべきだと今思っ

て聞いていたのですが。たまたま災害があったときに、障がい者トイレがないと。緑ケ丘の運

動公園にあるのです、障がい者用のトイレが。障がい者の方から戸を自分で開けられないとい

う話があったのです。それを私担当課に言いましたら、では自分が運動をしに行っても誰かに

手伝ってもらわなければ入れなかった。せっかく障がい者につくったのにやさしくないと言わ

れたのです。それで担当課に言ったら、今行ってみますけれども、財源的なこともあって直す

といったらどうのこうのと言ったから、あなたがまず行って座ってみてくださいと言ったので

す。そうしたら開けられなかったという。若い人でもそうなら、年をとった方はなおそうです

という話でした。早くそういうふうにしてくださいという話をしたことがあるのですけれども、

私たちはそれがあれば、あるのだという判断しかしないのです、使っていないから。そういう

調査みたいなのが、堂前さんにしろということではなくて、今までしたことがあるかどうかと

いうことと、私はそれが必要があると思っていますので、その辺の考えを伺います。 

○委員長（小西秀延君） 堂前会長。  
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○参考人（堂前文男君） 私どもの団体で、例えばコミセンの１階のトイレがあります。あそ

こは車いすがやはり使えない状態だったのです。あそこをこういうふうに直してくださいと、

車いすの方が行って何回か行政の方と相談して、あそこは直していただきました。そういうこ

とというのは過去に何回かは一緒に行っていただいて、見てやるという形でやったのですけれ

ども、実は今の委員のお話のように、やればすべての庁舎が多分使いづらいというふうにはっ

きりわかるくらい使いづらいだろうと思います。新年交流会でコミセン行きましても、やはり

あれだけの庁舎でも使いづらいということはあります。それから車いすのトイレというと、東

町のこちらのほうの公園のところに車いすトイレあります。あの車いすトイレは、一時ちょっ

と私どもが調査して行ったときにはかぎがかかって開かないのです。なぜかといったら子供た

ちがあそこで悪さをするからというふうなことです。ではこれは何のためにつけているのだと

いう、そういうふうなちぐはぐな対応というのはたくさんあるだろうと。だからうまくあるも

のも利用していないということも含めて、できればぜひ町内の庁舎、公的なところは一度どこ

かしっかりやってほしいというふうには思います。よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） ほかございますか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（小西秀延君） それでは、ご質問がないようですので、参考人の堂前会長、きょう

はわざわざありがとうございました。 

ここで暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１０時３７分 

                                         

再開 午前１０時４８分 

○委員長（小西秀延君） 休憩前に引き続きまして、会議を再開いたします。 

陳情内容の担当である総務財政部総務課の皆さんに説明員としてお越しいただきました。陳

情書について意見を求めたいと思います。岡村総務課長よろしくお願い致します。 

○総務課長（岡村幸男君） 今回の陳情書の内容については、かねてから私どもも承知してご

ざいまして、身体に障がいを持つなどのそういう方たちに対する対応ついては、現状の庁舎の

管理上はご承知のとおりエレベーター等もなくスロープ等もなく、ご不便をおかけしていると

いうことは十分認識してございます。そういう意味では、物理的に不可能というような状況が

ございますので、そのような方たちへの対応につきましては、基本的にはやはり職員がお手伝

いをさせていただくという対応の仕方で、これまでも対応してきてございますし、また今後そ

のようなお話があればそういう対応をしていきたいという考え方であります。 

陳情の趣旨であります、やはり基本的な考え方として、そういう不自由な方のための施設整

備というのは十分認識してございまして、それはそういう方向にあるべきだということも十分

考えてございます。ただいかんせん非常に厳しい財政の中では、それに伴う費用等が多大にか

かるということもございますし、一方で庁舎自体の年数が相当古いということもございまして、

庁舎に手を加えるということになれば、耐震診断をはじめ、庁舎の耐震化ということも当然必
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要になってくるというふうに考えてございまして、エレベーターのみならず、そういう抜本的

な対策を含めた対応が必要になってくるということで、担当としても非常にその辺については

正直言いまして難しい状況にあるというふうに考えてございます。ただ、少なくとも私ども、

そういう庁舎の改修含めて何かできるとしたらどのくらいの金額がかかるかという試算はして

ございまして、その手当てがつくような可能性があれば、十分そのような団体の皆さんの意に

沿う形の中で対応していくことが可能かと考えてございます。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） 岡村課長、こちらも説明していただけますか。 

○総務課長（岡村幸男君） 役場庁舎エレベーター設置概算工事費ということで資料を出させ

ていただいております。一番上が集計費用になってございますけれども、あくまでも概算とい

うことで書いてございますが、エレベーター設置工事に要する経費としては、記載のとおりエ

レベーター、それから増築する建物ということと、実施設計合わせまして約 2,800 万円の費用

がかかるというふうに概算してございます。 

それから、現在多目的トイレというのは、１階のプレハブ庁舎と旧庁舎の間に多目的トイレ

が１カ所設けてございますが、２階に多目的トイレを設けるとした場合の工事ですけれども、

130 万円ほどかかるというふうになります。 

それから、本当に一番古い旧庁舎とその後増築した庁舎というのは渡り廊下で２階も結ばれ

ているわけですけれども、この渡り廊下の改修も必要になってくるということになれば、約 85

万円これにかかってくるというふうになります。 

それから、２階の議事堂の段差解消工事については 95 万円ということで、合わせますと工事

合計で 3,265 万円ほどの金額が必要になってくるということがあります。  

次のページ以降の資料というのは、建設課のほうで改築するに当たっての金額がどれくらい

かかるのかということと、問題点がどういうところにあるのかということで書いているわけで

ございます。１つ目の役場庁舎エレベーター設置工事についてですけれども、考え方としては、

つけるとした場合には、図面も見ていただいたかと思うのですけれども、ちょうど一番古い庁

舎とその後増築しました庁舎の渡り廊下の中間地点に設けることができるのではないかという。

これは実は前にもこの場所で検討をしていたことがありますし、そういうことでつけるとすれ

ばここが最善の場所になるのではないかというふうに考えているところであります。それに要

する経費が先ほどお話ししたとおりの金額になってございます。ただ、ここは問題点として、

一部増築ということになりますが、先ほどもお話ししたとおり、建物自体が耐震基準以前の建

物であるということから、構造計算による安全性をきちんと確かめなければならないというこ

とがあります。一応どのくらいかかるのかということも概算で出しているのですが、耐震診断

費用としては約 1,460 万円庁舎全体の耐震診断としてかかるということと、当然基準以前の建

物ですから、診断結果に基づくことにはなるわけですけれども、想定しますと耐震改修費用と

して約 2,000 万円かかるということになります。大体面積からいいますと 2,000 万円ほどかか

ると。ここに書いているとおり、補強が必要とされる場合には耐震改修費用が別途必要になる
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というその程度の金額は診断費用として 1,460 万円ほど、それから耐震改修費用として合わせ

て 2,000 万円ほどかかると。合わせて 3,460 万円ほどが、数千万円というのがそこの金額とい

うのをご理解していただきたいと思います。合わせますとエレベーター設置工事が 3,260 万円

ほどかかりますので、約 6,700 から 800 万円くらいのお金が最終的には必要になってくるとい

うことになれば、この庁舎自体がどうなのかということも含めての検討をしなければならない

というのが実態のところでございまして、そういう意味では、このエレベーター設置工事だけ

ということではやはり現状では厳しいという、そういう状況があります。 

役場２階多目的トイレについては、この資料のとおりでございますので、説明は省略させて

いただきたいと思います。 

それから、役場庁舎２階連絡通路のスロープということでございますが、これはちょうど廊

下の段差が３段ほどございますけれども、あそこも障害になるということになりますので、あ

そこにスロープをつけるということになります。あそこは建築基準法上の廊下幅としての 1.2

メートルの幅を確保しなければならないということがございますので、合わせて当然防火扉も

設置してございますので、その辺の移設も必要になってくるだろうというふうに考えてござい

まして、いわゆる詳細な設計を実施した上で法規上の問題点もクリアしなければならないとい

う、こういう課題がございます。 

それから、２階議事堂の段差の解消工事です。議事堂の入り口のところも段差ございまして、

そういう車いすでの支障がないというような形で直すことになれば、フラットにしていくとい

うことでの費用が当然かかるということになりまして、それに伴うスロープの設置ということ

は、それも廊下幅を含めての検討が必要になってくるということで考えてございます。全体と

しては既存施設の限られたスペースの中で考えていかなければならないということが１つあり

まして、それについては法令上の基準も満たさなければならないということ。さらに先ほども

お話ししたとおり、庁舎自体の耐震改修工事、それから、エレベーターの設置工事を含めると

相当数のお金がかかるということになりますので、庁舎の改修自体が全体の検討としての課題

が上がってくるというふうに考えてございます。 

以上簡単でございますけれども、資料の説明を終わります。 

○委員長（小西秀延君） 町側の説明が終わりました。次に、町側に対する質問をお受けした

いと思います。質問のあります委員の方は挙手の上お願い致します。 

坂下副委員長。 

○副委員長（坂下利明君） ちょっとお尋ねしたいのですけど、これだけ障がい者に対するこ

とですから、国の補助とか道の補助とかというのはないのですか。 

○委員長（小西秀延君） 岡村課長。 

○総務課長（岡村幸男君） 庁舎の改修工事自体には、そのような補助というのは実はないの

です。ですから、あくまでも庁舎ということになれば単費でやるということになります。です

から、庁舎を改修するということになっても単費で、建物を建てかえるということになっても、

一部起債が認められるということがありますけれども、補助金ということにはならないです。 
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○委員長（小西秀延君） 私からよろしいですか。先ほど陳情者からのご説明の中で、昇降機

というお話も出たのですが、それだとまた人の手を介するということが出まして、昇降機で人

の手を介しないようなものがあるのかどうなのか。行政のほうで調べたことがあるのかという

点と、今一般家庭でもホームエレベーターみたいなものがついていますね。そういうものを調

査したことがあるのかどうなのか。その点をちょっとお伺いしたいのですが。 

岡村課長。 

○総務課長（岡村幸男君） 昇降機というのは、階段のところに幅 30 センチほどの座イスがつ

いたものです。それが上がっていくという形のものだと思うのですけれども、実はそれも検討

したことも過去にはございます。ただ、ご承知のとおり旧庁舎ですから、階段幅がどうしても

狭いということがありまして、例えば避難通路になっているような階段には、やはりそれは避

難の妨げになってしまうというのがありまして、基本的にはかなり難しい部分があるというこ

とがございます。 

それから、ホームエレベーターについては、今回のうちのほうでの改修の中で、簡易型のエ

レベーターというものについては検討してございません。それは建築基準法上いいのかどうか

という部分含めてです。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 結局、陳情が出されまして、やはりこれは当然しなければならないこ

とだということは私たちも認識するわけです。今話を伺っていますと、前からそういう要望が

あることは認識しているし、必要だと思っているということなのですけど。結論として、こう

やって試算まで、どれくらいかかるかお聞きしたかったのですけど、説明で大体わかりました

けれども、結局は今どうにもならないという結論になるのですか。これは、我々この陳情、や

はりしてあげなさいと。採択すべきだというふうな気はするのですけど。だからといって、今

の話を聞いていると、この庁舎が建てかえられない限り、これはちょっと無理ではないかとい

うようなふうに聞こえるわけですけれども。庁舎を建てかえるまで我慢をしなければならない

のか、それともその前に何か別な方法があるのか。そのあたりはどのように考えればいいでし

ょうか。 

○委員長（小西秀延君） 岡村課長。 

○総務課長（岡村幸男君） 非常にそこが難しい部分なのです。先ほどお話ししたとおり、約

7,000 万円のお金がかかる中で、庁舎自体の年数が、一番前の表にあるとおり、実はここの１

階というのは昭和 30 年に建てられている部分ですから、もう既に 57 年たっているという状況

でございますし、ここの上の議事堂についても築 46 年ということです。町長室ほか、向こうの

増築した部分は約 40 年ということになりますから、全体的に庁舎については検討しなければな

らないというふうになっています。平成 11 年のときに、庁舎を建てかえるための、いわゆる基

金を設けていたのです。当時 5,000 万円ほど毎年積み立てるということで、はっきりしません

けど３カ年ほど積み立てたかなというふうに思います。ただそれも非常に厳しい財政状況を受

けて、基金の繰替運用という中で行ってございますので、現状は基金自体はないという状況に
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なってございまして、少なくても庁舎を既に全面改修に向けたそういう検討を始めていかなけ

ればならない時期にはあるという、そういう認識も持ってございます。ただ、庁舎を建てかえ

るということになれば、先ほどお話ししたとおり、そういう補助金というのはないものですか

ら、一定の自己資金というのを持たないと、すべて起債ということにはなりませんので、今年

度にかかる負担というのもございますので、一定のお金をやはり貯めた上で庁舎を考えるとい

う、そういうことが必要になってくるだろうと思っています。そういう全体的な庁舎のことを

考える中で、一部、部分的なものを約 7,000 万円から１億円近くのお金をかけて、必要性は十

分理解はしているのですが、そこのお金をかけることが今の段階でいいのかどうかというのは、

非常に難しい判断だというふうに思っています。ですから、その辺のご利用される障がい者の

方一人であっても、このような設備が必要だというのは、十分団体の皆さんの考えというのは

理解するわけなのですが、当面の間、人の手による何とか対応させてもらって、確かに不都合

はその点はあるかと思いますけれども、そういう対応をしていかざるを得ないというのが現状

の考え方であります。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 私議員になってから庁舎の積み立てを始めたわけで、大体その経過を

見ているのだけれども、今積み立てがないという状況の中で、本当にいつこれが新しくなって

いくのかという見通しというのは全くなっていないような状況の中で、こういう要望というの

はどう考えたらいいのかと。かなり難しいとは聞いているのですけど、先ほどの話の中で補助

金が役場庁舎改築ということでは出ないと。これは障がい者のための施設という形に名称を変

えるとか、そういうような形で何とかここは工夫する方法というのはないのかというのが１つ。 

それからもう１つは、確かに役場へ来て困っている人は介助してもらって動いているという

ことは、私も聞いてはいたのだけども、本当に今役場が不便だという、そこに集中してきたわ

けだけども、先ほど堂前会長から話を聞いたら、それだけではないのです。道路を歩くにも不

便だ、除雪から信号のことから、歩道のことからいろいろな形で不満みたいな、立ち遅れとい

うか、政策の立ち遅れというのが言われている。その中の１つとして出てきているのではない

かなという気がするのです。だから、何かをやればいいというものではないけれども、やはり

障がい者の人たちが役場は一生懸命やってくれているのだというところが見えてくれば、役場

へ行けば役場の職員が応援してくれるのだということで、何とか納得できる部分というのもあ

るのです。だけども、まちへ一歩出ると自分で解決しなければならない部分は、みんなほった

らかしになっていると。だからだめなのだというような思いがあるのではないかと思うのです。

そういうことで、話をそらしてしまったらまずいのかもしれないけれども、障がい者に対する

要望がある。それに対して今までそれはできないよということが理解してもらえているのか。

ただ役場から突っぱねられたという、物理的条件が整わないからだめだというふうに断られた

のだと。役場は何も正義がないのだというような、そういう形で思いがあるのではないのかな

と。だけども、いろんなところで障がい者のための対策が立てられている。だけども、そうす

ると役場の改築も急がなければならないという話になってくるのだろうと思います。そういう
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中では、不満がものすごく詰まっている。今冬の凍結は障がい者でなくても、健常者だって不

満だらけですけれども、この対策に対しては。だから、言い出せばいろいろあるのだけれども、

障がい者の人たちが納得できるような対応というのができていないのではないか、そんな気が

するのだけども。それはちょっと言いすぎですか。 

○委員長（小西秀延君） 岡村課長。 

○総務課長（岡村幸男君） まず１点目の、工夫するという補助制度、何かないのかという部

分だと思いますが、例えば庁舎という名前を使わないでという、そういうお話ですけれども、

基本的にやはり庁舎の改修ということになりますので、例えば補助を行った上での適切な執行

かといわれると、非常に難しい部分が出てきますので、ただそういうものについてもう少し調

べてみたいと思いますけれども、基本的には先ほど坂下委員に答弁したとおり、そういう補助

制度は基本的にはないということをご理解いただきたいと思います。ただ、他のそういうもの

があるかどうかは調べてみたいと思います。 

それと、役場庁舎だけではないというお考えが強いのではないかということだと思うのです

けれども、障がい者の方のいわゆる政策の立ち遅れというご指摘に思うのですが、少なくても

近年整備される施設については、障がい者の方も使いやすい施設にするということもございま

して、これは基本的な考え方でございましたけれども、例えば玄関口はスロープにするですと

か、障がい者用のトイレを設けるですとか、それから２階へ行くにはエレベーターを設けるで

すとか、そういう対応というのは考えている。いわゆる公共的施設については、そういうこと

も含めた設計がされているということはご理解をいただきたいと思います。ただ、従来の古い

公共施設、これについての改修については、そこまで進んでいないのが実態だと思います。す

べての会館にいわゆる障がい者の方のトイレがあるかというとそういう状況ではありませんし、

すべてスロープを設置しているかというとそういう状況ではありません。やはり地域の状況に

応じた対応、利用者の要望をくみ取った対応ということが必要かと思っておりますし、その意

味では役場庁舎も利用者の要望に基づいた対応をしていかなければならないというのは、先ほ

どもお話ししたとおり非常に認識はしております。ただ、繰り返しになってしまいますけども、

相当数の費用がかかるということがございまして、今の段階ではなかなかそこまで見込んで整

備するということについては非常に困難というふうに考えてございます。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 議会でも議会改革で昇降機の話が先ほど出ましたけれども、災害があ

ったときに逃げるときに邪魔になるという話だったのですが、たしか白老でスパランドについ

ていたと思うのですけが、あそこ普段はたたんであって、階段は何も別に邪魔にはなっていな

かったはずなのです。そういった昇降機もあると思うので、やはり今エレベーターということ

が調査の関係から厳しいのであれば、昇降機はいろんなものがあるのではないかと。車いす用

に対応できるのがあるのではないかと思うのです。そういった調査を本当にやったのかどうか

ということが１点。 

それからもう 1 点は、私たちを健常者と言っていいのか、きょうお話を聞いてちょこちょこ
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気にしていたりすることはあるのですけど、実際の障がいの方からこういった面がと言われる

と、斎藤委員もおっしゃったように改めて厳しさ、障がい者がまちへ出て何かをするときに、

また用事があって出てくるときにいろんな障害があるのだなと、体の障がいによって障害物が

たくさんあるのだなということを改めて言われたような気がするのですが、白老町の建物とい

うのは、公的なものというのはほとんど古いです。そういったことからいうと、私は先ほども

お話しした、白老は高齢のまちです。すると、高齢者というのはちょっとしたことで転んだり、

段差等でもすごく転んでけがをして骨折するとかいう、今滑る時期だからそれを言ったら切り

がないのかもしれないですが、私は庁舎、役場ではなくて、公的機関の修繕とかそういうのは、

たしかそれぞれ計画を持っているというふうには聞いているのですけれども、障がい者に対し

てやさしいかどうかということも調査をきちんとしておくべきではないかなと思うのです。障

がい者が来て、高齢者の足の弱った人が来て、この施設・建物でどうなのだろうかということ

を調査しておく。障がい者から言われたときに本当に今努力していますと、そういったことが

言えるようにしておくということが、お金を使わないとできないことがたくさんあると思うの

です。だけど心を使うことはできると思うのです。そういった仕組みづくりをきちんとしてお

く必要があるのではないかというふうに思ったのです。というのは多目的トイレ。先ほどもお

話ししたのですけど、運動公園のところの障がい者のトイレが、障がい者が開けられないと。

だから直してもらいたいと。体育協会に言ったら、行ったら本当に重たいですと、開けられな

いというお話をしたのです。私は、では何のためのトイレなのと言ったのですけど、健常者に

手伝ってもらわなかったら、開けられなかったら、周りに誰もいなかったらトイレ入られない

ですよねという話をしたのです。だからせっかくあるものもどうなのかという点検さえされて

いないということが、私はそれが障がい者にやさしいまち。お金をかけてやったことでも、そ

ういうふうに使えるような状況にしていないということは、それはやはり心がないことだなと

思うのです。だから、そういったことを含めて私はきちんとした調査をしておくべきではない

かというふうに思うのですけれども、その２点について伺います。 

○委員長（小西秀延君） 岡村課長。 

○総務課長（岡村幸男君） 昇降機の関係なのですが、スパランドさんですか、そこまでは確

認をしておりませんでした。ただ、以前うちのほうでも検討した部分というのは、うちの廊下

にそういうのがつけられないのかという検討は行っておりまして、建築基準法上やはり厳しい

部分があるということと、避難路になった場合には、やはりそれが障害になるということがご

ざいまして、その部分についてはなかなか難しいのではないかというのが確かにありました。

ただ、今吉田委員がおっしゃるとおり、昇降機もいろいろ工夫、改善がされているものが出て

きているかもしれませんので、その辺については改めて調べさせていただいて、そういう設置

が可能かどうかということ、それは検討させていただきたいと思います。ただ、どうしても１

階から２階へ上がる部分はそれでいいのですけど、今度議会へ来るときの段差があるですとか、

議会議事堂に段差があるですとか、そういう部分については、今の段階ではやはり職員の手で

対応せざるを得ないのかなという部分がございます。庁舎躯体をさわるという部分については、
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やはりさまざまな調査が必要になってくるということがございますので、昇降機については、

そういう新たに規格に合うものがあることについては検討させていただきたいと思います。 

それから、もう１つの公的機関の障がい者にやさしい施設という部分でございますが、正直

言いまして私ども今庁舎管理という部分でそのことは承っておきたいというふうに思いますの

で、十分今後も庁舎管理については、そういう視点を持った整備を考えていきたいと。 

また、きょういただいたお話については、担当である健康福祉課のほうにはこのようなお話

しについてはすぐに伝えたいというふうに思います。 

以上であります。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 先ほど私言葉が足りなかった、健康福祉課と相談してということで、

障がい者にやさしいまちづくりというのはこう高齢者にやさしいまちづくりにつながりますの

で、それをきちんとやっていただきたいというふうに思います。 

それと、今のお話の中で、障がい者の方々も 10 言ったら 10 やってほしいと、きっと思って

いないと思うのです、先ほど言ったように。昇降機つけてもまた段差があるのだということで

すけど、私は 10 のうち８でもできれば、障がい者というのは人の手を借りるというのを言われ

ていると思うのです。だから、10 のうち８できたうち３段の階段は人の手を借りる。だけど、

階段は全部人の手を借りなかったらできないということで、もうそこから来ようとしないとい

う障がい者の気持ちがあると思うのです。だから、もちろんお金もかかるし、すべて 100％で

きたらそれはそれでこしたことはないですけど、やはり建物の構造上、それから財政の面から

できないことはあると思うのです。だけど私は８割でもできたら、それは障がい者にとってや

ってくれたという、やさしいまちになってきているという思いというのは伝わると思うのです。

だから、そういったことで考えながら努力をしてもらえればというふうに思います。 

○委員長（小西秀延君） 岡村課長。 

○総務課長（岡村幸男君） 私たちもそういうふうに思っておりまして、庁舎の整備について

もそのような考え方で、ただ先ほども何回もお話ししていますけれども、非常に困難な部分が

あるという思いがありまして、なかなか進んでいっていないのが実態です。それと、これまで

の障がい者への皆さんへの説明が先ほどもお話ありましたけれども、障がい者に対する政策の

立ち遅れという部分において、誠意が見られないというところもちょっと起因しているのでは

ないかというお話をいただきましたけれども、これまでの回答はやはり文書で回答して、こう

いう事情があって、職員が手助けしますよという、そういう文書の回答で済んでいたというか、

そういう対応でいたということが、やはりいわゆる文切り型の回答で終わってしまったと。で

もそれが障がい者の皆さんにとってみれば、非常に行政は冷たいのではないかというふうに受

けとめられた部分もあるのではないかと考えてございまして、今後、こういう文書での要請が

過去にあった経過をふまえて、今後対応についてきちんとお話をさせていただいて、どういう

ところに問題点があるのか、どういうお手伝いを職員がさせていただくのかということを含め

て、きちんと文書のやり取りだけではなくて、誠意をもって口頭でご説明するということが、
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今後必要になってくるのかなというふうに思ってございますので、今後そういう対応をしてい

きたいというふうに思っております。先ほどお話のある、８割できても理解をしていただける

のではないかというところに実は起因するのかなというふうに思いますので、今後そういうふ

うにきちんとした対応をさせていただきたいというふうに思います。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） きょうはエレベーターの設置という部分ですので、ただ確認だけさせ

てもらいます。せっかくいい資料をつくっていただいたので、問題点の先ほど課長のほうから

説明があって理解したのですけれども、もう 1 回確認しますけれども、これは建築基準法、耐

震性があるので、ここは「かつ」という話ですか。耐震性をいじると、当然耐震性が出てくる

から、エレベーターをつけるにしても耐震も補強もちゃんとしなければエレベーターの増築の

部分も出てこないよという言い方でいいですか。まずそれの確認。 

もう１つ、建築基準法でいくと、この資料の図面を見ると外づけなのです。当然そうすると

耐震くるけど、これ今役所なんかも職員減ってきて大分庁舎も空きスペースできていますけれ

ども、中につけるとした場合にはそういう耐震性の部分が該当になってくるのか。あくまでも

既存の建物の中でやるとすれば、逆にどこかの会議室をなくして、極端な言い方をすると、図

面だけ見て、１つの例です。仮に監査室のほうの部分を、あそこを移すことにして、中にエレ

ベーターをつけるような構造にしたら、耐震性まで及んでくるのかどうか。外づけだからだと

思うのです、建物の外だから。その辺の部分の検討をされたのかという。 

もう１つは、いろいろ今代替えのエレベーター的なものがないかと言っているけど、私雑誌

かテレビで、確かキャタピラー用で車いすを乗せて階段を上がっていくやつがあるのです。そ

れが実用化されているかどうかは別として、見たことがあるのです、現実に。そういうものが

あれば窓口に来たときに、２階上がれば段差直すかどうかは別です、それはいつでもできるは

ずだから。まず初歩的に調べてほしいのです。そうであれば、窓口に来たときに、そういう機

具が用意してありますから、それにご案内しますとあれば、上がっていけるはずなのです。そ

の辺ちょっとかなり進んでいるので調べてみて、きょう結論出すのかどうなのか、この陳情に

ついて。もしその辺この３点、わからなければ後でもいいし、わかる範中で今答弁していただ

ければと思うのですけど。 

○委員長（小西秀延君） 岡村課長。 

○総務課長（岡村幸男君） 考え方としては、旧庁舎をいじるという場合には、中であっても

外づけであっても中をいじらなければならないということがあって、その場合には耐震性の問

題があるので、耐震調査も含めた安全性の確保というのが、これからやる上では必要になって

くるという、そういう理解になるので、基本的には「かつ」という、耐震かつ耐震化というこ

とについては、「かつ」だというふうに理解をしているのですけど、これはちょっと時間をいた

だいて、この場面ではお伺いしたほうがいいと思いますので、ちょっと建築のほうで至急相談

をして、どういう考え方なのかという確認を取らせていただいて、ちょっとお休みいただいて

お答えしたほうがいいかと思います。ですから、それも外づけではなくて、中にやった場合も
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基本的にそういう問題が出るのかということも含めて、その回答はお休みをいただいた上でち

ょっとすぐに返答させていただきたいと思います。 

それとキャタピラー用でいわゆる階段を上っていくという部分ですけれども、私どもユニバ

ーサルデザインか何かでもそういう紹介する中で、そういうものを見たことはあります。まだ

開発途中の段階だというふうに私は認識していましたけれども、その辺もそういうものがもう

既にでき上がって実用化になっているのかどうかというのは、いわゆる代替えとして可能性が

あるのであれば、そういうのも検討ができるのではないかというふうに思います。庁舎を全部

いじるのではなくて、階段を上るのにそういうような昇降機具あるとすれば、それが安全でな

おかつ障がい者の皆さんに安心して利用していただけるようなものであれば代替えになるので

はないかなというふうに考えますので、それについては調べさせていただきたいと思います。

これもあれでしょうか、この委員会の間にすぐ調べるという形になりますでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 時間かかりますよね。 

○総務課長（岡村幸男君） 報告を出すまでにそういうものがあるかどうかということですか。

それでは至急調べさせていただきます。 

○委員長（小西秀延君） この委員会の中で打ち合わせして、課長にお伝えするようにします。

よろしいでしょうか。ほかにございますか。前田委員。 

○委員（前田博之君） 建築基準法からいうと、仮に何かの工場をつくるとか、何かをすると

きに規制はあるのだけど、既存の建物の中で指定を受けていたら、それは建物の中だからやれ

るのです。そういう発想でいっていますから。だから、１つの枠の中でいけば、検討すると言

っているからその辺も含めて検討してみてください。 

○委員長（小西秀延君） 岡村課長。 

○総務課長（岡村幸男君） 先ほどものお話で耐震化という部分、外づけか中づけの考え方で

すから、それが外づけであると耐震基準がどうだこうだというお話、中であるとどうなのかと

いう部分がちょっと私専門的な部分では建設課のほうのきちんとした意見も踏まえた上でご回

答することが必要かと思いますので、休憩をいただいてすぐに確認をさせていただきたいと思

います。 

○委員長（小西秀延君） 休憩ということは、すぐできるということですか。 

○総務課長（岡村幸男君） 確認をしたいと思います。それですぐに返答ができないというこ

とであれば、またお時間をいただくことになりますけれども、今の段階ですぐにお話ができる

ということであれば、すぐにお話をしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） それでは、ほかにございますか。本間委員。 

○委員（本間広朗君） 先ほど陳情者のお話を伺って、１年前にこういうようなことで要望を

出していると。その後何も町からの説明はなかったのだというお話を聞いていたのですけれど

も、先ほど言ったようにいろいろ文書で回答しながらやっているというお聞きしたのですけど。

その辺どうなのか、全然そういう町のほうからお話がないのだという話があったので、その辺

もちゃんと説明して理解していただけるとは思わないのですけど、その辺のところも対応でき
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ていたのかなと考えていたのですけど。先ほどいろいろそういうことをやったというのですけ

ど。いろいろまちづくり懇談会とかそういうので要望とか出ていたかと思うのですけど、そう

いうような対応がちゃんとなされていたのか。その辺。 

○委員長（小西秀延君） 岡村課長。 

○総務課長（岡村幸男君） 23 年の１月です。その当時でございまして、これは要望書として

障がい者の団体の皆さんからの要望を町で受けつけるのですが、所管は健康福祉課になります。

その中で庁舎という部分が出てきますので、その庁舎の対応についてはどうなのかということ

を私どものほうで。事務的な流れを申しますと、健康福祉課のほうにこういう回答ですという

ことを出します。健康福祉課のほうでまとめてその団体のほうにこういう回答になりますとい

う。いわゆる健康福祉課を通して私どものほうの回答が届いているということになっておりま

す。ですから、先ほどもお話ししたとおり、直接的にはお話しした部分がないということがあ

るので、今後はもう少し対応の仕方としてお話をきちんとお聞きし、もしくは説明することは

必要かということは、そういう意味でお話をさせていただいた部分です。その中で、文書回答

の状況は、やはり先ほど私お話ししたとおり、老朽化が進んでいるというなかで、全体的ない

わゆる改修ということが必要となってくるという、こういう判断のもとに現庁舎へエレベータ

ーというのは設置はできないという、そういうご回答をさせていただいている部分なのです。

ただ２階に移動をしなくても、いわゆる各種相談を窓口でできるように職員が動いて対応しま

すよという、こういう言い方はさせていただいているのですけれども、その部分がなかなかや

はり直接障がいをお持ちの方たちの身になって考えると、行けて当然のところに行けないのは

おかしいのではないかという、そういうお話になってくるのだろうと思っていますので、その

辺の説明を十分にすべきだったのかなというふうに考えてございますので、ご理解をいただき

たいというふうに思います。 

○委員長（小西秀延君） ほかにございますか。ないようであれば休憩し、時間 10 分程度で回

答できるかどうかわかりますか。 

○総務課長（岡村幸男君） 確認とってみます、今すぐ。 

○委員長（小西秀延君） 回答できるものがあれば、休憩後説明をしてもらうという形にした

いと思います。 

暫時休憩します。 

休憩 午前１１時３６分 

                                         

再開 午前１１時 ５２分 

○委員長（小西秀延君） それでは、休憩前に引き続きまして会議を再開いたします。 

岡村課長。 

○総務課長（岡村幸男君） 今担当技術者のほうに確認をしてきましたが、中づけの場合とい

うのは、先ほど前田委員のおっしゃったとおり、昇降機の確認申請だけで済むということにな

るのだそうですが、いわゆる２階まで抜くという作業になるので、そこはやはり構造計算とい
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う部分で安全性が取れるかどうかがどうしても必要になってくる、抜くにしても。ですから、

それはそれなりの耐震を含めた耐震上の費用がかかるということがあります。確認申請上はや

はり中につけるという部分であれば昇降機は設置というだけだそうです。ただ、一般的な話と

してはやはり中を抜いてつくるということよりは、外につけたほうが一般的には安いと、安く

済むと、こういうお話でした。詳細は設計しなければわからないということになりますけれど

も、そういうお話ですが、以上でよろしいでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） それでは、先ほどはもうご質問はないということでしたが、よろし

いですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） それでは、質問がないようですので、担当部の退席を求めます。あ

りがとうございました。 

それでは、これより本陳情に対する討議を行います。 

討議については委員会条例第 13 条の規定により、自由討議により行います。各委員の討議を

お願い致します。挙手のうえどうぞ。ご意見ございませんか。 

坂下副委員長。 

○副委員長（坂下利明君） ずっと聞いていまして、私自身の考え方もどの委員も皆同じだと

思うのです。これはやらなければいけないことだけれども、結果的には建物の耐震とか古さと

か、いろんなものがあってできないのだという漠然としたものの考え方なのですけれども、こ

れで結論を出せといっても、どういう結論を出していいのか、その辺をベテランの議員さん方

に私自身もお聞きしたいというふうに考えているのです。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 趣旨からいえば、本当にこれはもうだめだとか何とかという問題では

ないのははっきりしていますので、だからいち早くやってあげなさいということでは、これは

採択すべきものだというふうにとらえるのです。ただ、今いろいろ話聞いていて、物理的な条

件でできないからということで、それは役場のほうがそう言うから、はいそうですかとそのま

まうのみにするわけにはいかないわけです。だからこれは採択した上で何か方法を講じなさい

ということしかないのではないかという気がするのです。だから、先ほどもいろいろなアイデ

ィアも出てくるわけだし、そういうアイディアをつかって何か考えなさいと。それでどうして

も結論ができないのであれば仕方がないという気はするのです。趣旨採択という方法もあるの

かなという気もするのだけれども。きっと請願者、障がい者の方々から言わせると、趣旨だけ

採択されても困るという思いというのはものすごく強いだろうと思うのです。わかったという

だけの話になってしまう。やはり何らかの方法を講じてほしいと、それでできないのだったら

我慢しましょうかと。先ほどもの話の中にもあったけれども、エレベーターだけが問題なのか

という問題も絡んできます。役場では職員を頼んで介助していますと言っているわけです。そ

れで何とかここはしのぎながら、そういう請願者が納得できるということをやはり見つけなけ

れば、見つけることが役場のこれは仕事だろうというふうに思いますので、だから趣旨採択で
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は請願者は納得できないのではないのかという気はするのです。と思っているのですけれども。 

○委員長（小西秀延君） ほかにございますか。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 長くやっているから、ベテランだからではなくて、その都度その都度  

違いますからすごく悩むところなのですが、今回の陳情に関しては、昨年行政に出していると。

その上で納得できないで議会に来たということは、今斎藤委員おっしゃったように、議会に対

しての期待感を持って出してきたと思うのです。だから言ったように、採択をしなさいという

ことは、採択をするということはエレベーターを設置しさないと。できない状況がわかってい

て、採択をするということはどうなのかというのがすごく引っかかるのです。ただ最大限、私

ちょっと言ったように、昇降機はだめなのですかと伺ったのですけど、本人はあくまでもエレ

ベーターだと言ってきたということになると、その辺でちょっと悩んでいるのですが、採択し

ますと言って、それに条件をつけていいのかどうなのか。エレベーターはだめだろうと、条件

的に厳しい。外につけて設置することが少し安くなると言っていましたので、それがどうなの

かということももちろん検討していただくのですけど、こちら側も採択しなさいと言ったけれ

ども、こういった条件的には厳しいものもありますということは理解していますと。ただこう

いったことができないのかということを、条件つけていいのかどうなのか。昇降機で今２階へ

上がれないということが条件。２階へ上がったけど、階段まだあるのだよという話もしていま

した。どこまでかわからないけど、まずは１つの手段として２階へ行くまでは何とか形を考え

ようと、考えてくださいということを行政に言うということが１つのような、すごく悩んでい

ます。採択はしたけれども、エレベーターはつけられないとなったら、何か議会ではつけなさ

いと簡単に言って、行政ができませんと言ったら、行政が全部悪くなって議会に出しても全部

そちらへ回してしまって何も考えてくれないのだなということになるから、やはり条件をつけ

てここまでは最大限できないのかということもつけて、そしてまた議論をして、私たちが今ま

でかつてないと思うのですけど、採択した後に陳情者に私たちが答えるなんてなかったかもし

れないですけど、ものがものだけに、もので判断していいのかわからないですけれども、そう

いうふうに言ってしまうと差別になってしまうかわからないですけど、議会としてこうやって

やって、ここまでできましたよということが、相手にまたきちんと伝えられるかどうかという、

その辺のことも私は必要だというふうに思っているのです。行政に対して答え返ってきたと、

口頭できちんと伝えないと文書だけではだめなのですねと言ったのと同じで、私たちがそうし

なさいと言った以上、議会も議会に陳情として上がってきて採択した以上は、その後の経過が

どうだったのか。そういうふうに結論を出して至った経過がどうだったのかという説明する必

要は、局長どうなのですか。やる必要を、そこまで条件に採択というのはおかしいのですか。

その辺ちょっと委員長。 

○委員長（小西秀延君） 事務局長。 

○事務局長（千石講平君） 採択をされた案件につきましては、議会の意思として実現できる

行政機関、担当課のほうにその後の書類経過について議長名で求めていますので、これについ

ては議会に対して書類経過等は報告されてくると思いますので、それをもってよしとするのか、
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それから踏み込んでまた陳情者にお伝えする。それは委員会として可能かと思います。もう一

言言わせていただければ、今回の陳情に対してエレベーター設置。これについて採択をすると

いう形になれば、言われたとおりエレベーターを設置しなさいと、そういうできることをすぐ

実現する可能性のあることだとして委員会としてとらえて採択という形になりますので、そこ

ら辺も十分検討していただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 今回はエレベーターの設置という願意になっておりますので、採択

という形になりますと、やはりエレベーターの設置を採択したという形になると思いますので、

その辺の議論も皆さんからお願いしたいと思います。山田委員。 

○委員（山田和子君） 山田です。この陳情を初めて読んだときに、どこにエレベーターを設

置したいのかということをまず考えたのですけど、そうやって考えていくと、やはり老朽化の

問題もあり、先ほどの説明を聞いたように、どこに設置するかが非常に難しいということを自

分でも認識したのですけれども、ということは、私が認識するくらいだから、こちらの陳情者

の側の方も本来はエレベーターをつけることが難しいとは承知の上でこの陳情を上げてきたと

思うのです。その背景にやはりハンディーキャップを有する人たちのことを、新人議員がいっ

ぱいふえたことですし、町長も変わったことですし、今陳情上げることによってハンディーキ

ャップを有する人のことを常に考えてくれよというメッセージというふうに受けとめたのです。

だから、このエレベーターについては先ほどの説明があったように、やはりちょっと難しいな

と思うので、それをここで採択してしまうと、やはり全部１から先ほど私たちが言ったような

ことを調べてもらわなくてはいけなくなりますよね、どうしてできないのかということまで。

だから難しいというか、仕事がものすごくふえ、やってもしようがないような仕事がふえるの

ではないかなという気持ちになってしまうのです。ここで採択をしないけれども、先ほどのメ

ッセージは真摯に受けとめ、議会としてもハンディーキャップを有する方たちにやさしいまち

づくりをしていくというようなことの回答をしていくのがいいのかなというふうに思いました。 

○委員長（小西秀延君） 坂下副委員長。 

○副委員長（坂下利明君） ちょっと教えていただきたいです。今これを採択するということ

になれば、４月からの新年度予算、やらなければいけないのですか。 

○委員長（小西秀延君） それはあと町の判断によります。議会としてはやるべきという判断

をしたと。町がそれに予算づけをするかどうかという判断でいくと思います。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 白老町庁舎エレベーター設置要望に関する陳情書ですから、私たちが

判断するのはつくれるかどうかということではなくて、つくるべきかどうかという判断を下す

べきだと思うのです。だから、庁舎内にエレベーターが必要かどうかという判断を議会はする

と。そして、行政にこのことを検討しなさいというふうに採択をして出す。それをやるかやら

ないか、できるかできないかは行政が動くことだと思うのです。だから、私たちはできないか

らこれを採択しないとか、そういう判断をするのではなくて、この陳情が障がい者の団体が言

ってきていることがあっていないのかどうなのか。必要のないことを言ってきているのかどう

なのか。この陳情自体が要望として不適切なのかどうなのかという判断をするべきなのかなと
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思うのです。先ほど私も迷って言ったのですけど、だからエレベーター設置は、私たちは採択

していいと思うのです。設置すべきだというふうに、これは。ただ方法とか手段とかいろんな

こと考えたらできないかもしれないけれども、設置は必要だというのは、議会として私は認め

ていいのではないかと思っているのです。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 今言われていることはすごく大事だと思うのです。私たちが、つくる

のかどうかということではなくて、この趣旨がいいことなのかどうなのか、町民にとっていい

か悪いかの判断を下して、だから必要だからやりなさいというのだと思うのです。だから、先

ほど請願者が言ったことも半分もできないだろうと思いながら言っているのではないかという

のは、これは間違いなのです。やはりそれは本人がしてほしいと頼んでいるのだから、やはり

それをどう受けとめるかというふうに立たなければならないということでは。それで、ちょう

ど局長がおっしゃったことを考えると、採択してその経過については必ず報告が来る。どうい

うふうに取り組むかは来る。それに対して我々は、それをさらに吟味してさらに考える余地が

出てくるということでは。その後の経過というのは、いろいろとやり方は考えられるのではな

いかという。それが余計な仕事かどうかではなくて、当然やらなくてはならないことだろうと

思うので。だからどうなのですか、これは条件をつけるかどうかということではないけれども、

採択をしておいて、こういうことを考慮すべきだという意見として、一緒に出すことはできる

わけでしょう。それを条件というのかどうなのか、私わからないけど。陳情の場合に結論だけ

採択、趣旨採択、不採択、その答えしかないのかどうなのか。採択をするのでも、こういうこ

とを考えて、これから実行に移しなさいという、あまりにも具体的になるところはおかしい話

なのだけれども。その趣旨が生かされるようにこれを考えてやってくださいということを町に

申し上げることは必要なことかなという気はするのです。趣旨採択となると、大変でしょうか

ら考慮だけは考えてできなければ仕方ありませんという言い方になってしまいます。我々がこ

の趣旨のとらえ方をすごくあいまいなとらえ方になりませんか。あればあったでいいし、なけ

ればなくてもいいのだしという答えになりませんか、趣旨採択となったら。やはり頑張ってや

りなさいというのは採択になるのではないでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） ほかの方のご意見。 

○委員（山田和子君） 庁舎にエレベーターを設置することは全然問題ないというか、そうす

るべきというのはここにいらっしゃる委員全員が賛成だと思うのですけれども、私ちょっと新

人なのでルールがよくわからないのですけど、採択して先ほどの説明の中で対案を出してくれ

ということもおっしゃっていたので、対案を出せるのかどうかというのも１つのかぎだと思う

のです。外付けのエレベーターで 6,000 万か何千万円かかかって、中をいじって天井を抜いて

やる場合の試算も出してほしいとちょっと思ったし、先ほど前田委員がおっしゃったように、

そのほかのキャタピラーのようなものの値段ももうちょっと聞いてみたい気持ちはあるのです。

だから、１回の委員会で採択、不採択を決定するにしてはちょっと材料が少ないというか、自

分の中で考える材料が少ないとは思います。 
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○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） まだほかの昇降機の関係とかもいいものがあるかどうか調べると言い

ました。私たちも委員会、陳情調査は余り詳しく時間をかけてやっていないのですけれども、

この管内で古いところに後づけをしたところがあるのかどうなのか。そういった昇降機もあそ

こで見たから、あんなのはどうだとか、私たちも見ていないで言っているのです。もうちょっ

と見られる場があるのだったら見せていただいて、本当にそれが古い庁舎にそぐわないのかど

うか、今の階段でできるのかできないのか、そういった判断もしないで昇降機がいいのではな

いかとか、キャタピラー何とかと言っているのだけど、もうちょっとこちらも調査して、行政

が出した結論に対してでもものが言えるようなものを持ってやらないと、採択って本当にみん

な重いのです。すごく重いのです、私たちにすれば。だからみんな悩んでいるのだと。もうち

ょっと現場を見て、時間をかけてやっても。長年苦しんで、去年からずっと言ってきて、去年

も出してやってきていることなので、委員会としても１回だけの委員会で話だけ聞いて、はい

では採択とか不採択ではなくて、もうちょっと工夫しているところがあれば現場を見て結論を

出したいと思ったのですけれども。昇降機もうちょっと具体的にどこか見られるものが札幌あ

たりまで行ったらあるのか。それなら、見たりできるのであれば見て、本当に私たちがやって

ここら辺まで持って来れましたと、行政とやり取りをして、いい方向に行けないかどうか議論

できたらいいと思うのですけど。 

○委員長（小西秀延君） それは３月定例会に結論を出さないというのを含めてということで

よろしいですか。 

○委員（吉田和子君） いいと思います。いいと思いますと言ったらおかしいけど、今までか

かってきて、それでは採択、いやできないよと言われたら。それよりは時間をかけてでもいろ

んなところを見て来て、やはり今の白老庁舎には無理ですと。そういったきちんとした結論的

なものを見出して、その上でものを言って出した結論であれば、陳情者にもきちんと説明がで

きると思うのです。先ほど言ったように文書で出すのではなくて、私たちもこういうものを見

ましたと。今の庁舎にはちょっとそぐわないとか、ここだからできますよということを言って

あげられるという、そういったものをつくってやったほうがいいと思うのです。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 私はきょう結論を出すのではなくて、この陳情、みんな頭では先ほど

坂下委員言ったように認めているのです。ただ、趣旨、陳情を採択する３つの方法あります。

せっかくだからもうちょっと勉強してもらうことと、エレベーターの設置はわかるのだけど、

もっと背景にあるものを議論してもらわないと、白老町も 6,000 万円、7,000 万円かかるとい

っても、新財政改革プログラムもやっているし、財政も厳しい。では取拾選択、何が必要かと

いうと、局長が言ったように、町側から陳情の議会の意見が出てくるのです、結果的にできる

とかできないとか、こうしたいと。それをやれば、逆に採択をしたら、これからの議会に責任

があるのです。言いっぱなし、やりっぱなしではないのです。出たものに対してどうするかと

いうものがあるから、そういう背景も十分に考える必要があると思うのです。まだ日にちをお
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いてそれぞれ勉強をしてもらって、また議論する必要があるし、吉田委員話したように、わざ

わざ見に行かなくてもそういう昇降機のメーカーに聞いてもらえれば、仮に役所ばかりではな

くても福祉施設だとかちょっとした老朽化のビルでも、こういう対応したところがあると思う

のです。そういうところを調べてもらって、必要であれば行って見てくるとか、現地を踏むと

かあれば出てきますので、調査ありますから、そういうものをそろえた中で、あと町側も言っ

たようにそういう福祉器具みたいなエレベーターにかわるものがあるものを調べてくるから、

それも合わせてもう１回やったらいいのではないですか。それでまた。せっかくですから。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） そのとおりではないかと思いまして、１つだけ確認をしておきたいの

ですけれども、この陳情の取り扱いというのは、いつまでという期限だとか、そういうものは

ないのでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 千石事務局長。 

○事務局長（千石講平君） 期限については、次の議会に報告できるというのは普通の形です。

今回 12 月中に上がって、次の議運の中で一応議会に諮るという形で今回取り上げましたので、

３月会議で採択して。 

○委員（斎藤征信君） 12 月会議で付託されたのでしょう。１月会議くらいまでに。 

○事務局長（千石講平君） ３月会議までに。それによれないという形になれば、それ以外の

処理もあると思います。ある程度陳情者にも３月会議ぐらいをめどに意識していると思います

ので、そちらのほうの連絡も必要になってくるのではないかと思います。 

○委員（斎藤征信君） もう１つだけ確認です。願意の件なのですけど、エレベーターを設置

してくださいということでしょう。今話しているのは、エレベーターがかなり難しいから何と

か別な方法や何かも考えたらどうなのかいうところまで広げてしまったのです。だけれども、

願意からいうとエレベーターをつくってくれというのだから、今の状況ではエレベーターがで

きるかできないか、その結論だけ出せばいいということになりますか。だから、先ほどから条

件をつけていいかどうかという話も出たのですけれども、いろいろやってみたけれどもいい方

法もみつからなかったと。探すのは、役所に向かってお前たちが探せという、工夫しなさいで

はなくて、それは願意から外れてしまいますね。そうすると、我々もこうやって審議していく

中で、今前田委員が言ったように調べてみて、エレベーターができるかどうか、それにかわる

安いものを俺たちが見つけたと、これでやるべきだというふうに、それを請願者にこういうふ

うに伝えるだとか何とかいう仕事も出てくるのかもしれないけれども。それは我々の仕事だと

いうふうにとらえるべきなのかどうか。だとすれば、調べてみたけれどもエレベーターはとて

もできませんという結論を我々が導き出すべきなのかどうか。それだけでいいのかどうなのか

どうか。その辺がよくわからないのだけど。局長、どうなのですか、そのあたり。 

○委員長（小西秀延君） 千石事務局長。 

○事務局長（千石講平君） 先ほども触れましたけれども、あくまでも陳情の願意に沿って、

採択か不採択かそれ以外の結論になるのかという形の、まず一時的にはその判断をしていただ
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く形になるかと思うのです。ですから、町が実施する場合についても、それはすぐ予算等を組

んで実現可能なものについては採択。これは当面難しいだろうなという形になれば不採択とい

う趣旨採択とか、そういうような形になろうかと思います。願意に対してエレベーターの設置

が難しいと。ではほかの道でこういうのは検討すべきではないかという形になれば、それは趣

旨採択の部類に入るのではないかと。実際過去、プールの指定管理の関係も趣旨採択で、そう

いう形で検討してもらって採択に近いような形になったケースもありますので、あとは委員長

報告の書き方次第でそこら辺委員会の意思をどうあらわしていくかという、そういう入口もあ

ろうかと思います。 

○委員（斎藤征信君） この場合の趣旨採択がいいのかどうなのか、迷っているものだから。 

○委員長（小西秀延君） 暫時休憩します。 

休憩 午後 ０時２３分 

                                         

再開 午後 ０時２９分 

○委員長（小西秀延君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

皆さんからいただいた意見で、もっと時間をかけて調査、分析、おのおのの委員が調査する

時間、そしてまた今回町にもさまざまなエレベーター以外の手法等も調査してもらう時間を必

要とし、皆さんともう一度議論をする場をつくりたいと思いますが、それにご異議ございませ

んでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） ご異議なしと認めます。 

それでは、継続の審議とさせていただきます。 

次回の日程は、事務局と打ち合わせをしまして、皆さんに再度ご通達をしたいと思います。

担当行政とも連絡を取りながら日程の調整をしたいと思います。会議を３月会議に間に合うよ

うにもう一度開催し、３月提出を目指して審議をしていきたいと思います。 

以上ほかに何かございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                         

     ◎閉会の宣告 

○委員長（小西秀延君） それでは、総務文教常任委員会を閉会いたします。 

（午後 ０時３１分）  


