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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 ９時２９分） 

                                         

○委員長（小西秀延君） はじめに陳情第３号 白老町庁舎エレベーター設置要望に関する陳

情書についてでございます。 

担当よりご説明をお願いいたします。岡村課長。 

○総務課長（岡村幸男君） 前回吉田委員、並びに前田委員のからご意見をいただきました昇

降機と、それからキャタピラ式の昇降車、これについて私どものほうでも実際に可能かどうか

ということの調査もしてございますので、きょうはそれを報告させていただきたいと思います。 

それと、前回のご意見をいろいろいただいた中で、ほかのまちでそういうエレベーターを設

置したところがないかということで、実は登別市にも、あそこも庁舎が古いものですから、行

ってまいりました。実は、あそこは昭和 60 年代に庁舎自体の増改築を行ったということでござ

いまして、その後平成９年、10 年にエレベーターを設置しているということでございますが、

お話では約 8,000 万円のエレベーター設置費用がかかっているということでございました。登

別市でついているエレベーターについては、11 人乗りのかなり大きなタイプでございますので、

もう少し小型化することによる設置経費の削減は可能なのかなというふうに思ってございます

けれど、前回私どもが出させていただいたエレベーターの設置費用というのが、2,800 万円ほ

どで出させていただいておりますけれど、これは実は小型化のそういうエレベーターでござい

まして、やはりタイプ的にはこのようなものにならざるを得ないのかなというふうに考えてご

ざいます。いす式の昇降機と、キャタピラ式の昇降車につきましては、主幹のほうからその内

容について説明をさせていただきたいと思います。  

○委員長（小西秀延君） 岩本主幹。 

○総務課主幹（岩本寿彦君） それでは、私のほうからお手元にございます、いす式階段昇降

機の設置工事、それと車いす用の階段昇降車、これにつきましてご説明をさせていただきます。 

まず、いす式の階段昇降機の設置工事についてでございます。こちらにつきましては、設置

場所につきましては、役場正面から入りまして議会事務局のほうに上ります階段を想定してご

ざいます。次に費用についてでございますが、次の１番目の見積書を参考資料につけておりま

すので、そちらを見ながらお話を聞いていただきたいというふうに思いますが、費用につきま

しては 310 万円というような見積もりになってございます。これにつきましては、消費税と、

それから建築確認申請に関する費用というのは、別途ということで見積もってございます。  

次に、３番目の工事内容につきましてですが、こちらのほう見積もりの中に示されておりま

すが、昇降機の名称につきましては、いす式階段昇降機昇助くんというようなことで、こちら

どのようなものかということで、資料の２、資料の３ということで、カタログにある写しを添

付してございます。  
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次に４番目の本体仕様ということでございますが、これも見積もりの下のほうにございます

が、大きな特徴といたしましては、定員は１名で、重量は 92 キログラムということでございま

す。それと特徴的なのが、一番下にあります音声案内機能、それと自己診断機能付きというこ

とで、こちらのほうにつきましては、音声でガイダンスが流れますので、例えば利用者が来て

も比較的音声ガイダンスに従って最終的に上まで上っていけるだとか、２階に上がれるだとか、

１階に降りられるというようなことが容易にできるというようなものでございますので、操作

については、利用者が問題なく利用できるのかなというような形になってございます。  

 次に車いす用の階段昇降車、いわゆるキャタピラ式の部分でございます。こちらのほうにつ

きましては、調べた限り全部で３機種ございました。１番目の機種及び価格ということでござ

いますが、①のステアエイド、資料でいきますと４番目の資料になります。標準小売価格とい

たしましては 71万 4,000円の税別。次に②のステアシップ、資料でいけば５番でございますが、

標準小売価格で 138 万円の税別。それと③のチェアーメイト、６番の資料でございますが、標

準小売価格で 248 万円の税別となってございます。  

次に２番目の庁舎使用が可能な機種ということでございますが、上記の①、②、③の３つの

タイプのキャタピラ式の昇降車がございますが、役場庁舎で使用可能な機種というのは、①の

ステアエイド、一番小さなタイプでございます。②、③については、役場庁舎の階段踊り場の

寸法から、使用はちょっと難しいのかなというふうに思っております。  

それと課題ということでございますが、全国的に見ますと利用者が転落するといった事故が

事例としてございます。これの大きな要因というのが、比較的、やはり頻繁に使われるという

ものではございませんので、使用頻度がかなり少ないです。そういった関係で、単純な操作誤

りということでの人為的なミスが原因で、利用者が危険にあってしまうというような状況があ

るというようなことが、ホームページのほうでも調べると出ておりました。  

以上でございます。  

○委員長（小西秀延君） 担当課からのご説明がありました。皆さんからご意見、ご質問を承

りたいと思います。委員の方は挙手の上お願いいたします。山田委員。 

○委員（山田和子君） 山田です。先日札幌の時計台に昇降機が設置されているという情報を

得まして、行ってきたら、そこは置くだけのタイプだったので、全部で 1,500 万円程度で昇降

機を設置することができていました。同じように、その昇降機をつける前は、ステアエイドを

使っていらっしゃったようなのですけれども、今ご指摘があった課題と同じことをその担当の

方がおっしゃっていました。使用頻度が低いので、操作ミスがあるかもしれないという恐怖か

ら、介添え人というか、つく人が２人いないとどうしても不安だというふうにおっしゃってい

ました。それで昇降機を設置するということを１人の市議から要望があって、それに対応して

つけたとおっしゃっていましたけれども、スロープ加工で 250 万円、実施設計で 150 万円。リ

フトと配電盤と油圧装置をつけて受注生産のような形になるので、その場合で 1,100 万円、こ

この時計台の場合で 1,100 万円と言っていました。うちの庁舎の場合は、どこか床をくり抜か

なければ設置できないと思われるので、そうしますと、やはり、最初にお見積もりしていただ
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いたように、建物の強度計算ですとか、それから引き戸にするとか、いろいろなものをどうこ

う考えると、かなりの金額になるのではないかと思われます。ですから、いろいろ考えました

けれど、非常に費用がかかるものだなということの結論に達しました。 

○委員長（小西秀延君） ほかにございますか。坂下副委員長。 

○副委員長（坂下利明君） 私も苫小牧のほうとか、室蘭のほうとか、いろいろ調べてみまし

た。エレベーターの中でもホームエレベーターという、それは何百万円単位でできるというこ

とで行って聞いてきましたら、結果、あれはうちみたいに不特定多数の人が使うものではない

から、全くだめだということもわかりました。それで、三菱とか日立のエレベーター会社に聞

きましたら、室蘭市のほうで昭和 56 年の耐震の法律が変わったその前に建てた建物があって、

それもかなり古いもので、現実にはそのエレベーター業者が言うには、2,000 万円以下ができ

たのだと。それも、７、８人乗れるエレベーターでしたと。私はそれを聞いて、えっと思った

のですが、室蘭市のほうに問い合わせをしましたら、正直はっきり教えてくれないのです。と

いうことは、行政間同士のいろいろありますね。そういう中で、余計なことを室蘭が言ってし

まったとか、そういうことを気にしてなかなか教えてくれなかったのです。ということで、建

設課の田渕主幹のほうからちょっと問い合わせをしてくださいと言いましたら、今聞いてきま

したら、なかなか教えてくれないのだと。いわゆるテクニック的なものがあるのではないかと

思うのです。エレベーター業者の方も言っていましたけれど、設計と、エレベーターの業者と、

それから建設業者と一体になると、正直言いますと、1,500 万円のものが、室蘭につけたのは、

実は見積もりを出したときには 1,500 万円でした。７人か、８人乗れる、かなり、車いすも十

分乗れるような、それが、でき上がったときの値段というのは 500 万円ぐらいで、３分の１ぐ

らいだというような話でした。だから、本当なのかなという感じもありましたけれど、これは

あくまでも私の参考意見です。こういう、何か話もありましたということを参考として聞いて

いただきたいのですけれども、実際に話してくれないですから、わからないのです。そういう

こともありましたということの意見です。 

○委員長（小西秀延君） 岡村課長。 

○総務課長（岡村幸男君） まずは山田委員、お調べいただきましてありがとうございます。

これはおそらく吹き抜けのところにつける部分だと思うのです。うちの庁舎から行くと、そう

いう箇所がないものですから、ここまでの状況での資料というのは提示させていただいており

ませんけれども、ここまで調べていただいたことには本当に感謝申し上げたいと思います。 

それと坂下副委員長からのお話なのですけれども、私どももその件については承知いたして

おりますが、過去、かなり古いときのものらしいのです。ですから正直、登別市に行ったとき

は、平成９年、10 年ですから、まだ 10 年位前のものですから、何とか調べていただくことは、

金額的にも調べていただくことができたのですけれど、おそらくそれ以上古ければ、なかなか

書類としても残っていないような部分もあるかと思うのです。そういうことがあって、もしか

したら具体的な数字だとかが出てこなかったのかなと思うのです。これは通常であれば行政同

士でお話をすれば、ある程度のことは、基本的には教えていただけるものだと思いますけれど
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も、おそらくうちのほうの建築が問い合わせをしても明確な解答が出てこなかったというのは、

そういうことではないかなと思っています。ただ、今坂下副委員長のほうでお調べいただいた

2,000 万円以下で業者さんはつくるのですよとか、最終的に 500 万円以下だったとかという部

分は、確かに入札ですとか、そういう行為を含めてやっていくと、金額的には下がるのかもし

れません。ただ、現状、うちの施設、庁舎からいうと、当然建築基準法にも合致した形で、な

おかつ今の耐震の状況を含めてきちっとした取り付けを行わなければならないということにな

れば、いわゆる法的にもきちっとクリアしたもので、安心に使われるものということを、やは

りつけなければならないということでございますので、第１回目に提供させていただいた資料、

これがもとになって、やはり検討していかなければならないのかなというふうに考えてござい

ます。以上でございます。 

○委員長（小西秀延君） 坂下副委員長。 

○副委員長（坂下利明君） 今の話しの中で、かなり古いという話しなのですけれど、問い合

わせをしたのは、やはり、去年とか、一昨年のがあるらしいのです。例として。それと、エレ

ベーター会社の人も言っていましたけれど、去年ですと。確か去年ですと。  

もう１つは、これは国交省が出した数字ですけれども、これはエレベーターのあれとは関係

ないのですけれども、補助金の関係で、今は補助金といわないで、まちづくり交付金というも

のがありまして、これらをひっくるめて、つくかどうかとか、そういうのはあれではないです。

ただ、こういうまちづくり交付金というのもあるという、それらもひっくるめて今後進めてい

きたいなという感じは、私は持っております。  

○委員長（小西秀延君） よろしいですか。ほかに。前田委員。 

○委員（前田博之君） 今説明があったやつですけれど、調べていただいてありがとうござい

ました。核心に触れますけれど、前回見積もりをもらって、庁舎の中にエレベーターをつける

という見積もりがあがったのですけれど、現実として、町側として、財政状況いろいろ考える

と前向きなのかどうか。それをちょっとだけ、ニュアンス的なことを聞いておかないと。これ

から採択、不採択云々の議論の中心になるので、町の意思として、理事者まで相談しているか

どうかわかりませんが、担当者として財政状況をかんがみ、あるいは利用頻度を考えた場合に、

願意はわかるけれども、それは別として、町側としてはその辺の腹はどこにあるのかなと。言

えるのであれば、ざっくばらんに言っておいてほしいのですが。 

○委員長（小西秀延君） 岡村課長。 

○総務課長（岡村幸男君） １回目でもお話しさせていただきましたけれども、この金額から

いくと、今の財政状況では非常に厳しいというふうに考えてございます。以上です。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 前田委員と同じようなことを聞こうと思ったのですけれど。まず、陳

情者の願いというのはエレベーターなのです。ですから、エレベーターが財政的なもの、場所、

耐震を含めてやはり、今のお答えのように厳しいだろうということなのですけれど。  

また、いろいろ調べていただいて、いろいろご苦労おかけしましたけれども、一番可能性が
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あるのは、いす式の昇降機かなと、ちょっと思って見てはいたのですけれど。車いす対応にす

ると、車いすでない方は使えない、使えないと言っていいのかどうか、私、ちょっとこの辺の、

見ただけではわからないのですけれど。まずは、エレベーターのことに関しては、私たち委員

会としてもちょっと厳しいのかなと、財政的な面だけではなくて。  

また元に戻りますけれど、昇降機にしても、それから車いす対応にしても、これは一応障が

い者対応ですね。そうすると、障がい者がいろいろなものを利用するときに、バリアフリーだ

とか、優しいまちということで、いろいろと、在宅でいろいろなことをやったりするときには、

機器類は本当に１割負担ぐらいで購入というか、借りたり、買ったりできますね。庁舎もエレ

ベーターをつけるとなると、一般の方も対象になるので、これは何も対象にはならないのでは

ないかと思うのですが、このいす式だとか車いす式のものになると、障がい者が対象というこ

とに限定されてくる可能性があります。そうなったときに、その障がい者用の福祉の関係で、

そういった補助メニューだとか、そういったものはないのかどうなのか。どうなのでしょうか。  

○委員長（小西秀延君） 岡村課長。 

○総務課長（岡村幸男君） いす式のもの、これはいわゆる障がい者対応ということだから、

補助金の対応ができるのではないかというお話なのですけれども、実はまだそこまで詳しく調

べてはおりませんが、おそらく庁舎の附帯設備ということになれば、例えば個人のお宅のそう

いうものをつくるのとはちょっと違う形でして、障がい者がいるということで、介護保険のい

わゆるリフォームですとか、そういうようなものとは若干性格に異なりますので、そうなると

なかなか難しい部分があるのかと思いますけれども、これは当然検討する際には、財源という

のは、当然私ども使えるそういう補助、もしくはメニューがあるということであれば、当然そ

れは積極的に使っていくということは検討しますので、こういう方向性でやっていくというこ

とになれば、当然そのことは考えさせていただきたいと思っています。 

それと、最初のほうにお話があった、陳情の要望はエレベーターの、願意はそこだというお

話だと思うのですけれども、実は、これは過去からも含めてお話しいただいているのは、やは

り障がい者の方がご自分でご利用できるような環境というのが一番望まれているようなのです。

このいす式でこういう最初のほうの 310 万円ほどかかるものについては、やはり車いすの方は

一度降りて、それに乗っていただいて上がっていくと。車いすは職員が持って上まで行って、

降りるときにまたそのいすに乗っていただくというのが、どうしてもこの場合は必要になって

しまいますので、やはり意識として、障がいをお持ちの方の意識として、そういうところまで

のいわゆる配慮をして、必要なのかというと、その辺についてきちっとしたご理解をいただか

ないと、町がつけた段階で、それが利用されないということになると、非常に本来の意味を持

たないという形になりますので、その辺はちょっと検討しなければならないだろうと。  

それと、やはり考えている部分としては、今お話ししたとおり、お年寄り、多少車いすは使

わなくても、例えばお年寄りですとか、多少足のご不自由な方ですとか、そういう体力的に弱

い方ですとか、そういう方のためには２階まで上り下りすることも大変だよという状況であれ

ば、車いすに乗る、乗らないということではなくて、そういう方のためには、こういういす式
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の昇降機というのは、一方では有効な手だてにはなるのかなと、そういう部分もあります。い

ずれにしても、その利用者がどれだけいらっしゃるかということも含めた検討が必要になるの

かと思っております。  

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） きょう陳情者の方いらっしゃらないのですが、車いすと、また障がい

のある方というのは、私、人の助けをもらわなければならないというふうに考えて、迷惑をか

けたくないという思いはすごくわかりますけれど、建物の構造上だとか、いろいろな場所、そ

ういったことでは、人の手を借りていいのだと、そういうふうに考えていただきたいと。こん

なことを今ここで言っても仕方がないのだけれど、私はそう思っているのです。これを全部見

ても、絶対人の手は必要ですし、もしこれがつけられない間、用事があったら、職員にお願い

してやってもらう。全部人にお願いしなければならない。それは、自分が望んで体が不自由に

なったわけではないわけですから、病気とか、いろいろなものが原因しているわけですから、

甘えていただきたい、声をかけていただきたい。それをやらないと、なかなか、全部すべて思

いの中には答えられないのだということは、了解していただかなければならないというふうに

私たちも思うのです。人の手を借りるのは、辛い、迷惑をかけたくない思いはすごくわかるの

ですが、反対に、甘えていただきたいというふうに持っていく以外にないのかと思っています。 

それともう１つは、いす式なのですけれども、今利用頻度が明確にならないと。どのような

状況なのかわからないということですので、あれば使う人はたくさんいると思います。なけれ

ば皆さん頑張って上がるのだと思うのです。どちらがいいのかということになると、階段の上

がり降りも運動だという人もいれば、それはそれでいいのですけれど、ただこの中で一番可能

性があるのは、いす式なのかなというふうに思うのですけれど、今すぐそれを、ではやります。

ということにはならないだろうと思います。これから検討するのではないかというふうに思う

のですが、私たちも頭の中で、これから委員会として話し合って、どういう方向で、また行政

側にも要求していくかということは、話し合っていきたいと思いますけれども、それに極力答

えていただけるような財政の中のやり取りをしていただきたいと思いますし、また、障がい者

の方たちにも、そういったことの思いが伝わるような、そういった伝え方をしていただきたい

というふうに思います。委員会は、採択か、不採択と、あと、こうするべきだというのはつけ

ますけれど、向こうの陳情者にも、議会としても返事をするのですか。しないですよね。だか

ら、その辺を、行政としてもしっかり答えをしていただきたいと思うのです。 

○委員長（小西秀延君） 岡村課長。 

○総務課長（岡村幸男君） 私どももそのように思っておりまして、山田委員もいろいろと調

べていただいたり、坂下副委員長にもいろいろ調べていただいたり、前田委員からも貴重なご

意見、吉田委員からも貴重なご意見いただいております。この件に対して、私どももこれで終

わりということではなくて、やはりいかに安い、うちが財政的に何とか工面できて、対応でき

る一番いい方法が何なのかということは、これは引き続いて、今のいただいたご意見を含めて、

可能性についてはきちっと見ていかなければならないと思っております。今回陳情が上がった
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からということではなくて、当然こういう団体の皆さんにも、その上、町としての今の状況を

きちっとご理解いただくということが必要だと思っていますので、そのときにやはりどうして

もエレベーターなのか、それとも他の方法でも理解をいただけるのかということも含めて、お

話はさせていただきたいというふうに考えております。 

○委員長（小西秀延君） 山田委員。 

○委員（山田和子君） 山田です。何と言いましょうか、このたび胆振振興局に用事があって

行ったときに、初めてそこに入ったものですから、立ちどまって上を見たり、右を見たり、左

を見たりした 10 秒以内に職員の方が声をかけてくださるのです。「こんにちは。どちらに行か

れますか」と声をかけてくれたのです。政治団体の収支報告を出しに行くので、４階だったの

ですけれど、「４階ですよ」とすぐに教えてくださり、エレベーターの中に入って、同じ建物の

職員の方が入って、私がエレベーターに入った瞬間に「何階に行かれるのですか」と違う方が

また聞いてくれるのです。４階に行って、エレベーターを降りた瞬間に、「どちらの方向に行か

れるのですか」とまた聞いてくれるのです。この対応というのが、白老町の役場でもあれば、

その身障者の人も、上に行きやすいのではないかと、そのときにも、そう思いました。だから、

物があるか、ないかということよりも、やはり声をかけていただいて、先ほど吉田委員がおっ

しゃったように、手を貸してもらいやすい雰囲気、甘えたくなる雰囲気をつくることも大事で

はないかなというふうに思ったので、職員の方によろしくお伝えください。 

○委員長（小西秀延君） 岡村課長。 

○総務課長（岡村幸男君） ご指摘のとおりだと思っております。常日頃から、来庁されるお

客様には、あいさつをきちっとするということも含めて、職員には徹底しているのですが、た

だ、やはり町民の方からのご意見は、まだまだ厳しい状況があるということも、私ども理解し

ております。今の、そういう障がいを持っている方、もしくはお年寄りですとか、そういう方

には、より親切な応対を心がけるように職員に周知徹底を図っていきたいと思っています。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。あちこち歩いていても、なかなかいすがついた階段という

のは少ないです。ということは、少ないということは、こういう障がい者のためにいろいろと

配慮しなさいとこれだけ言われている中で、やはり必要なのだろうけれども、なかなかつかな

いという実態があるのかなというような気もするのです。それで、私ここの階段をずっと歩き

ながら、ここにこういういす式のやつがついたらどうなるのかなと。やはり狭いのです。だか

ら、この狭い階段にこのいすの幅を取ったらどうなるのか。だから、いいものをつくれば、そ

れは一番いいのだけれど、お金がない折に最低限のお金で最高のものをつけるということを考

えなければならないとすれば、この車ではなくて、いす、車の必要な人は補助をお願いすると

いう、そのものの考え方をする、それでいいのかなという気はするのです。だから、せめてい

すを置きたいと。だけれど、このいすがいつでもあそこの狭いところに出してあるようではい

けないし、歩く人の邪魔にならないような形になるのか、ならないのか。収納ができて、必要

があれば出すなどというようなことができるのかどうなのか。現物わかりませんので、そうい
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うようなことも配慮されているものなのかということと。耐用年数がどのくらいあるものか。

安くて、早く壊れてしまうものだったら何にもならないし、やはりかなり長持ちをするような

ことを考えなければならないとすれば、そういうようなことというのは、どんなふうに押さえ

られているのか。ちょっと聞いておきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 岩本主幹。 

○総務課主幹（岩本寿彦君） ただいまのお話でございますけれども、まずこのいすは通常使

用しないときには、折りたたみ式になってございますので、一般利用者については問題ないか

と思います。ただ、使っているときに階段ですれ違うとした場合は、これは若干お互い譲り合

いという、そういう形になると、若干狭くなるというような感じがすると思います。 

耐用年数につきましては、確認はしておりませんが、ここはそれなりにあるものかなという

ふうに思っております。それと、今回見積もりを取った北日本メディカルというところでござ

いますが、前回お話がありました町内でいきますとスパランド、ここの昇降機を設置した会社

でございますので、そういったところを見ますと、長く使えるというふうに考えてございます。 

○委員長（小西秀延君） ほかにはよろしいですか、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 一番先に申し上げましたけれども、なかなか目につかない、こういう

用具が目につかない原因というのは、エレベーターがあるからこういうのが必要ないというの

が多いのか、何か使い勝手が悪くてなかなか、つけたけれど、使いきれていないのだというよ

うなことでつけないのか、そのあたりというのは、何か情報はないですか。 

○委員長（小西秀延君） 岡村課長。 

○総務課長（岡村幸男君） 過去から要望はございますので、障がいをお持ちの団体の方から

は、さまざまな面で、庁舎のエレベーターだけではなくて、障がいをお持ちの方が、いわゆる

バリアフリーというか、そういう面での公共施設の整備の仕方としては、さまざまなご意見は

伺っておりますので、そういう要求というか、要望というか、そういうものは基本的にあると

いうふうに認識しております。ただ、新しい施設については、当然そういうことも配慮した施

設にはなっているわけですけれども、ただ、どうしても古い施設については、当時そのような

考え方がやはり普及していなかったこともあって、特に庁舎の場合は 40 年以上たっている建物

ですから、当時の考え方としてはなかなか、エレベーターまでというのは、設置は難しかった

のかなというふうに考えます。ただ、少なくとも検討としては、これまでも過去何回かエレベ

ーターの設置については検討してきている部分があるのですが、その都度やはり財源的な問題

含めて、難しいという、そういう状況が続いているのが実態であります。ですから、相当数の

財源が用意できれば、やはりこれは本来きちっとして、対応すべきものだというふうには考え

てございますし、小さな声かもしれませんけれども、その要求は、決して放っておくというよ

うな状況ではないのかなと、立場としては、そう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） お金のかかることで、今財政的には大変だというのも、事情はよくわ

かるし、それから、建物も古い、この古いやつが今度新しく建つときにはよくなるのだろうと
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思うのだけれども、この古いやつの一角にお金をかけてつけるのは、それが得策なのかどうな

のかという問題もあるわけだし、事情、状況というのはよくわかるのだけれど、だけれど、今

この役場がすぐに改築できるという状況にないことも確かなので。 

そうすると、ずっと長いこと障がい者の方々の配慮をしなさいという声もある中で、もうそ

ろそろ、それ 300 万円ぐらいでできるのならば、やると、せいぜいいすぐらいしかできないけ

れど、いすはつけるよというふうなところまで。先ほどはなかなか、まだ考えられないような

ことをおっしゃったけれど、もう時期としては、そのぐらいの金はかけるのだと。交付金がど

うなるかとかわかりませんが。という時期なのではないですか。そのあたりはどうでしょう。 

○委員長（小西秀延君） 岡村課長。 

○総務課長（岡村幸男君） 非常に、ご意見としてはそのとおりだと思っていますし、十分そ

のことは受けとめたいと思います。ただ、この場でそれができるですとか、できないですとか

というのは、現段階で申し上げられませんので、十分委員のお話については、理解したという

思いでおります。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 今この昇降機の話がありましたけれども、課題があるのです。利用者

が転落事故にあうとか。言葉が悪いのですが、つけたことによって事故が発生したときに、こ

れ、過失行為で、白老町が補償になるのか。そういう部分というのは、きちんと議論しておか

ないと、ただ安易につけたからいいというものではないと思うのです。その辺を仮に、２、３

はだめになったから、ステアエイドは基本的に、今言った上の 300 万円かかる物だって、体の

不自由な人が使います。折りたたみを出して、自分でようやく乗って、操作できなくて事故を

起こしたときに、当然出てくるのです。ある可能性多いから、そのときに、町の補償問題にな

ったときに、結果的に善意があだになる可能性があるのです。その辺はどうですか。 

それともう１つは、これは提案ですけれど。先ほど山田委員が話をされたのは、課長も知っ

ていると思いますけれども、永遠の課題です。我々職員の意識の問題だと思います。ただ、せ

っかく堂前さんがみえたので、文言は多少別にしても、入り口のほうに、「車いすで来町された

方は、こうこうこうだから、申し出いただければご案内する」だとか、「こうしますよ」と、手

伝うという言葉はおかしいけれど、そういうこともちゃんとかけておいたほうがいいと思うの

です。それだけちょっとやってほしいと思います。せっかく陳情があったことですから、でき

るだけそれをやってあげれば、来た人、遠慮なく窓口で言えると思いますから、それだけやっ

てほしいと思います。その２点いかがですか。 

○委員長（小西秀延君） 岡村課長。 

○総務課長（岡村幸男君） 今の後段のお話については、すぐに対応させていただきたいと思

います。そういうふうに職員がきちっと対応しますということのそういう掲示は、すぐに対応

させていただきたいと思います。 

前段のお話の、いわゆるもし転落事故になり、そういうことが起きた場合はどうなるのかと

いう、そういうことでございますけれども、このキャタピラ式の昇降機、これは必ず職員がつ
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かなければならないということです。その操作ミスによる転落事故が起きれば、それはやはり

町としての賠償の責任は出てくるだろうというふうに考えます。それと、この階段に昇降機、

こちらのほうの、例えば転落事故が起きた場合、もしくはそういうようなほかの事故が起きた

場合、それは、やはりどこに瑕疵があったのかというところが問題になるかと思います。設備

上の瑕疵ということであれば、当然設置者である町が損害賠償を負わなければならないと、こ

ういうことになろうかと思います。ただ、利用者が間違った利用方法により、もしくは、万が

一そのような、ご自分のご意思で降りられようとしただとか、そういうような特殊な事情があ

る場合は、町としての損顔賠償の免責のほうに当たる可能性はあるというふうには考えます。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 吉田です。今お話を伺っていて、すごく複雑な心境で聞いていたので

すが、職員が声をかけて、お手伝いをして、それで事故につながる可能性があるのです。そう

いうことを考えたら何もできなくなってしまうということなのです。だから、あるものを、も

し設置したら、それが最大限に生かされて、事故がないようにする。職員が声をかけたら、１

人で無理だと思ったら、何人かに声をかけて事故のないようにする。それでも私たちは、障が

い者に対応するための専門家ではないのです。職員の方々もそうだと思うのです。そうなると、

資格を持った人がやるようにしなければだめなのではないかとか、そういった話にどんどんな

っていくと思うのです。大事なことだと思うのです。だけれど、では、気軽に声をかけられな

いということになってしまう可能性も出てくると思います。人がやるということになると、な

お。だから、その辺をしっかりと、どういった体制で、障がい者を守るということはどういう

ことなのかということを、きちっと町側としても。設置をする、しない以前に、人が対応する

にしても、どういった職員が対応するのか、安易にやらないという。安易にというのは、１人

で無理だと思ったら、声をかけて何人かで対応するだとか、車いすでそのまま連れて行く可能

性だって、もしかしたらあるかもしれない。 

前に私、駅で見ていたことがあるのです。駅で車いすの方を、駅員さんが、ちょうど列車に

乗せるのに、階段上がっていくのが大変で、列車とホームに間あいて、あそこを渡すときに、

何か危なかったのです。ああいうのを見ていると、お手伝いするというのも簡単なことではな

いと。私、そう思って見ていたのです。だから、本当にそういう部分で、機械ももちろんそう

いう機械が伴うけれど、人も伴うのです。そういうふうになってしまうと、本当に親切があだ

になるということが沢山ありますので、職員の方々も、声をかけていただくというのは、これ

は希望なのですが、本当にその相手に応じて対応の仕方をきちっと心がけておくということも、

段々そういうふうになっていくと思うのです。これは事故があってからまた。 

この間も、札幌で餓死した話がありましたが、ああいうことがあると一斉に調査とかします

けれど、そうではなくて、対応するにはこういったことが必要ですという心がけを、きちっと。

職員の方々がもし積極的にやってくださるのであれば、後々その職員が辛い思いをしないよう

な、そういった形をつくり上げていくことが必要だというふうに、今思って聞いていました。 

○委員長（小西秀延君） 岡村課長。 
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○総務課長（岡村幸男君） 当然そうだと思っていまして、前田委員のご質問は、いわゆる法

的な部分としてどうなのかということを含めて考える必要があるのではないかというご意見を

いただいたものですから、法的に考えた場合には、こういうことが想定されますということの

お話をさせていただいたわけでして、職員が当然お手伝いをさせていただく、もしくはそうい

う機械を操作するというときには、今吉田委員がおっしゃったとおり、当然十分な注意義務を

もって対応しなければならないというのは、そのとおりだというふうに考えてございます。 

○委員長（小西秀延君） 山田委員。 

○委員（山田和子君） 山田です。最初に質問をすればよかったのですけれど、このステアシ

ップがいいと思ったのですけれど、小回りが利かない、うちの踊り場に対応しないのですか。 

○委員長（小西秀延君） 岩本主幹。 

○総務課主幹（岩本寿彦君） ステアシップですね。裏面に踊り場の寸法があるのですけれど、

幅が２メートルで、奥行きが１メートル 60 センチなのですが、役場の踊り場が、幅はいいので

すけれど、奥行きが 10 センチ足りないのです。ということで、これはどうしようもないという

ことです。あと、製造している会社のほうに直接電話をして聞いたところによりますと、やは

りステアエイドについても、実際に購入していただくとなると、実際現場を見せていただきた

いということでした。以上です。 

○委員長（小西秀延君） 本間委員。 

○委員（本間広朗君） 私も見せていただいたのですけれど。この小型のステアエイドのほう

も私見てきましたけれど、先ほど皆さんからいろいろなご心配、事故は起きていないようです

が、乗った人が何も前にないので恐怖を感じるというのです。それで、いろいろな予算がつい

たのでエレベーターになったというお話だったのですが、やはりこれ、この形になるかどうか

というのを、まず入れたとしても、後から例えばエレベーターをつけますということになって

しまうと予算とか無駄になりますので。無駄ではないとは言っていました。例えば、エレベー

ターが故障をしたら、それを使って対応すると言っていましたけれど、本当に小型になると、

私も言いましたが、多分周りに何もない、本当に車いすだけで階段を降りて行ったり、上がっ

て行ったりするので、すごく乗る人は恐怖を感じるだろうなと。その辺ちょっと考えたときに、

やはり、できれば本当にエレベーターのような、ちゃんとした囲われたもので、上下するよう

なものに対応したほうがいいと思いますが、当面これでやるのか、ちゃんとそういうような予

算、例えば補助メニューでも何かついたときにやるのか、その辺、例えば障がい者の人たち、

団体だとか、今回の陳情者もそうですが、そういう人たちと相談、お話し聞いて、その人たち

もわかっているかどうかわかりませんけれど、その辺を協議する必要があるのかどうかという

のも、ちょっとその辺。 

○委員長（小西秀延君） 岡村課長。 

○総務課長（岡村幸男君） 陳情の趣旨は、あくまでもエレベーターでございますから、それ

に代替だからといって、昇降機を設置するですとか、キャタピラ式の昇降車を入れるですとか

は、町のほうで簡単に決めて、金額が安いから決めるという、こういうような話ではないとい
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うふうに思っております。ですから、その辺は、当然、障がい者の団体の皆さんのご意見をき

ちっと踏まえた上で対応しなければならないことだというふうに考えてございます。 

○委員長（小西秀延君） 本間委員。 

○委員（本間広朗君） 陳情者の方もそうですけれど、本当に、今言われたように、エレベー

ターを、ちゃんとした昇降機を希望しているのか、その辺はっきり意思というか、確認しない

と、こちらでステアエイドとか、こういうようなキャタピラ式のものを入れたとしたら、いす

式で乗るのもいいですけれど、そちらのほうを、例えば町のほうで入れますと言って、果たし

てその人たちが納得するかどうか。今課長も言われたように、納得するかどうかというのもあ

ると思いますので、その辺やっぱりお話聞いてやらないと、そんなのやっぱりほかのところか

ら聞いたら、これは怖くてだめだよとか何とかという、そういう意見も出ると思いますので、

その辺ちゃんとしっかりやって、何をするのだというようなことを、向こうからもある程度言

って、こちらのほうもそういう要望を出して、それでしたら、例えばちょっと遅れるけれど町

では考えていますよというようなことをやらないと、入れたはいいけれど、それは使えないよ

となってしまうと、また予算というか、お金の無駄になってしまいますので、その辺慎重にや

ったほうがいいのかなとは思っていますけれど。意見として。 

○委員長（小西秀延君） ほかにございますか。 

時間も経過しました。意見も出尽くしたかと思います。ここで採択か決めたいと思いますが、

質問がないようであれば、担当の退席を求めますが、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） それでは、ご苦労様でした。 

討議を始める前に、今回の願意は、大変微妙なところもございますので、一応エレベーター

の設置という願意で、これは採択、趣旨採択とまたあると思いますが、採択という基準を、ま

ず皆さんにご説明をさせていただきたいと思うのですが、「実現可能か、実現可能とすれば、い

つに実現するのか。やはり、当該年度とか、来年度ぐらいまでという、短期的に解釈するのが

よい。百歩譲って、議員の任期いっぱいぐらいまでに計画の樹立のめどがつくとか、それが次

の任期以後というのであれば、意味を成さないし、議員としても気抜けするだろう。」これが一

般的な基準というふうに言われております。これを踏まえた上で、ご意見お持ちの方はお願い

したいと思います。早ければ、早いほうがいい。それが採択の意義だと思います。 

それでは、これより本陳情に対する討議を行います。 

斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 今までずっとこうやって話をしてきまして、提出者からの願意という

のは、よくわかるわけです。委員だから、必要なのだから、はい、いいですよと言いたくなる

けれど、そういうことでもないと。やっぱりできるものをきちっと環境を整えて、そしてつく

っていくと。そういうことがない限り、後々にも影響するわけだし、先ほど出たように、役場

の対応や、事故の始末やら、そういうことまで全部考えた上でやらなかったら、一概にいいか

らやれ、やれというわけにもいかない。 
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そしてもう１つは、役場のほうも、今の環境の中で、いいのはわかっていても、できる物理

的な環境ではないと。こういうこと、私たちもよくわかるわけです。本当に今、時代としてい

いものなのだから、してあげなければならないという、これは誰も皆同じだと思うのだけれど、

そのためには、本当に提出してくれた代表者のこの意見だけではなくて、本当に障がい者と話

し合って、何かいい知恵はないかと。我々本当はエレベーターをつけたいのだけれど、そうい

う状況にないということは、理解してくれると思うのです。だから、そういう理解の上に立っ

て、その上でどんなものをつくれるのかという、一緒になって考えるのが、これ、協働のまち

づくりではないかなという気がするのです。一部の人がいいからやれと言った、だからやらな

い行政は悪いのだと、こういうやり取りというのは、一番不幸だと思うのです。ですから、そ

ういう、これを使わなければならない人たちとの話し合いというのをもっと煮詰めて、どんな

ことならできるか、それなら役場がどう答えられるかという、その環境を整えてくれない限り、

我々はただいいとか、悪いとか、すぐに答えだけ出せないと思うという状況かなという気がす

るのです。 

○委員長（小西秀延君） ご意見としては、採択もしないし、趣旨採択も何もしないというご

意見でしょうか。 

○委員（斎藤征信君） 物理的には、そのままをすぐにかなえられないから、言ったとしても

かなえられないとすれば、趣旨採択という形に落ち着くのかなというふうに。私が今言ったこ

とで言うと、趣旨採択という形になるのかなと。それでいいのかどうなのかは、皆さんのご意

見を聞かないとわかりませんけれど。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員からのご意見をいただきました。ほかの委員のご意見等ご

ざいますか。ないということは、趣旨採択でよろしいということとご理解してもよろしいでし

ょうか。 

 前田委員。 

○委員（前田博之君） 斎藤委員の話は理解しましたけれど、ちゃんと整理をしていかないと

だめだと思います。今は陳情に対してどうかということですから、それ以降の斎藤委員がお話

しされたことは、委員会の所管にするのか、懇談あるから、そういう形で整理するか、それは

ちゃんと分けたほうがいいと思います。今は、陳情に対する審査ですから、今、委員長が趣旨

採択でどうですかと言われたから、私もちゃんと意見言わないといけないと思いますけれど。 

私も、結論から言えば、趣旨採択でいいと思います。ということは、願意は妥当なのです。

ですけれども、実現性の面では、非常に確信、我々議会として持っていないと思いますので、

否定するものではないので、私は趣旨採択ということにしていただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員、前田委員とも趣旨採択というご意見でございます。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今また陳情書をきちっと読み直してみたのですが、本当に言われてい

ること、障がい者としての自分たちの要求をきちっと載せています。そしてそれに当然、必然

的、義務的に義務が発生するのは、公的な機関だろうと。そのこともすごくわかるのですが、
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ただ、前にも設置は願意というお話も伺いましたけれど、１つの配慮として、白老町庁舎のエ

レベーター設置を要望するという、最終的にそういった願意でありますので、今の採択、不採

択、それから趣旨採択は、先ほど委員長が読み上げたとおり、その内容から見ると、今はエレ

ベーターとして答えることはできないわけです。ですから私は、ただ思いもわかりますし、ほ

かの方法も議論したとおりでありますので、趣旨採択ということで、この陳情者にはきちっと

お返事をして、議会としての報告としていただきたいと思います。あと、議論したことはいろ

いろ検討して、また考えていきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 今皆様から趣旨採択というご意見が出ました。この趣旨採択をする

にあたりまして、願意は当然皆さん本委員会として理解できる、今後の対応もきちんと行政と

して優しいまちづくりを行うに対して、団体等との情報交換等を継続的に行うという旨の、本

委員会の意見を添えて提出したいと思いますが、いかがでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） それでは、本件は趣旨採択とすることで、全員賛成としたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 全員賛成。 

よって陳情第３号は、趣旨採択とすべきものと決定しました。 

 以上をもちまして、本委員会に付託された陳情の審査を終了いたします。なお、本委員会の

審査報告書作成については、これを正副委員長に一任していただきたいと思いますが、これに

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 異議なしと認めます。 

それでは、そのように取り扱いをさせていただきます。 

                                         

     ◎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。 

（午前１０時３１分）  


