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再開 午後 １時０４分 

○委員長（小西秀延君） それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

次へまいります。244 ページ４項港湾費、１目港湾管理費から 257 ページ６項住宅費、２目

住宅管理費までとなります。質疑のある方は挙手の上どうぞ。 

２番、吉田和子委員。 

○２番（吉田和子君） ２番、吉田です。253 ページの、先ほど橋梁の話で重なるところもち

ょっとあるのかと思いながらお伺いしたいと思います。公園施設長寿命化計画策定事業なので

すが、これは先ほどと同じように公園の適切な維持管理を図るために公園施設の点検、調整を

実施して計画的な修繕を行うための長寿命化計画の策定というふうになっていますが、これは

国庫支出金が２分の１ということで、あとの半分 450 万円は町単費なのか。この点が１点。 

それから、もう１点は先ほど専門分野なので白老町の業者ではちょっと無理だということな

のですが、公園管理って遊具なのかと思ったりしながら、専門的な分野ではないのかと思いな

がらそちらの話を聞いていたのですが、その部分では白老町の業者、900 万円という金額です

ので、計画をつくるための委託先というのは白老町になるのかどうなのか。 

それと、もう１点。公園は定期的に毎年巡回して定期点検をしながら、子供が遊んだりする

とか遊具の危険性がありますので、そういった点検をきちんとしているのですが、点検とこれ

の計画というのはまた別問題なのかと思いながらいたのですが、その点のかみ合わせというか、

また本当に別なのかどうなのか。この点を伺いたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 安達建設課長。 

○建設課長（安達義孝君） １点目の公園施設の長寿命化計画でございますけれども、先ほど

午前中に答弁いたしました橋梁と同じく、点検をして補修計画を立てて、25 年度から改修工事

を計画的に行っていくという事業でございます。また、発注先の問題は各施設を補修、点検、

これは業者というよりもコンサルタント業のほうになってしまうのかと思っております。どこ

をどういうふうに修繕したらいいのかというのが、まだ修繕する部分と全体的な公園の見直し、

遊具も含めて利用も含めてのことですので、コンサルタント会社になろうかと考えております。 

また、２点目の点検は、やはり春になりまして雪が解けると、皆さん子供さんたちが遊具を

使う時期がやってまいりますので、私ども職員が出向いて一応各遊具施設を一つ一つ点検して

歩いて、危険な箇所がありましたらその都度補修をかけて使用していただくというような流れ

で毎年行っております。財源は２分の１が交付金で、残りは単費事業になります。 

○委員長（小西秀延君） ２番、吉田和子委員。 

○２番（吉田和子君） 先ほど土木のほうの関係でも質問がありました、公共事業が減ってい

くということで仕事がどんどん減っていく中で、やはり 900 万円というのは大変多いというふ

うに思っていたものですから、その 900 万円が委託、コンサルタントになるのではないかとい

うことなのですが、専門的な遊具の寿命だとかそういったものはやはり専門家でないとわから

ないということなのか。その辺で何とか地元の方たちでそういうものができないものなのかと
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いうのは、橋はしようがないだろうと私もすぐあきらめたのですが、公園に関してはどうなの

だろうということ。 

それから、もう１点。先ほど言いました、点検、整備をしてその補修をすると、そういった

分の国庫補助をもらうための、やはりその計画をつくりなさいということなのだろうというふ

うには思って聞いていたのですが、その計画をつくるときに修繕とか寿命だとか修繕的な計画

ばかりではなくて、今ある公園の今後のどういった公園にしたらいいのかとか、そういったこ

とも含めた計画が立てられるのかどうなのか。その点伺いたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 安達建設課長。 

○建設課長（安達義孝君） １点目の発注業者の関係でございますけれども、修繕計画を立て

るためと今後国のほうに要望していくための資料もつくるという業務もございますので、ちょ

っと地元の業者さんが物を直すだけというようなこと以上のことが業務として出てまいります

ので、それはコンサルタント業でないとできない部分もあるので、そちらのほうになるかと思

います。また、計画については修繕計画を立てて今後そこの利用されている方、もしくはいろ

んな公園によって目的がございまして、運動公園とか近隣公園とか街区公園とか、いろいろな

目的がありますから、それに基づいて利用者のニーズをやはり今後、街区公園等は、昔は子供

さんたちだけのためものだったのですけれども、今は老人の方も憩いの場所として利用してい

ただくという一部目的が出てきていますので、そういう人たちに利用しやすいようないろいろ

なベンチとかも含めて、遊具は子供さんたちのためですけれども、遊具も昔のような３種とい

うか、滑り台とか、ブランコだとかありましたけれども、そういうもの以外のコンビネーショ

ン遊具だとか、時代にあった遊具に変更するというようなことも含めて、計画をお願いすると

いう内容になるかと思われます。 

○委員長（小西秀延君） ２番、吉田和子委員。 

○２番（吉田和子君） そうですかと、すぐすとんと落ちないのですが。公園だからといって

ばかにして言っているわけではないですが、やはり子供が命を落とすこともあるわけですから

本当に大事な部分だと思うのですが、公園の維持管理に関しての修繕等に対して計画、白老町

でやはりやれる人がいないのかと今思いながらちょっと残念な思いで聞いていました。 

それと、もう１点は、私は大分前になりますけど一般質問の中で公園のあり方、今安達建設

課長がおっしゃいました高齢者のための健康づくりの場として健康遊具、それから体力を維持

するための遊具を置いているところを、室蘭をたしか見てきたのですが、そういったものを設

置して、そして高齢者も共に公園に集まって世代間の交流をしながら、そして自分の健康維持

もしていくという、そういう公園づくりが結構各地でされているのですが、私はそのことも含

めて、それで聞いたのです。今後の計画のそういういろんなこともまた含めて、将来の公園の

あり方も含めて、計画を立てるのかという、そういうことで伺ったのですが、しっかりその点

も含めて、全部そういうふうにすればいいということではないと思います。高齢者が集まりや

すい場所、そういったところを含めて若い人との交流もできるようなことの計らいを持った公

園が今後必要だというふうに私は思っているのですが、公園向きのベンチとかと言っていまし
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たけれども、そういう健康の増進のためのものをまた設置するということも、そのコンサルタ

ントに頼むのであれば、そういったことも含めて検討していただきたいと思うのです。 

○委員長（小西秀延君） 安達建設課長。 

○建設課長（安達義孝君） 先ほども答弁しましたとおり、以前のような公園の利用の仕方よ

りも一歩進んで、今は高齢者の方も当然憩いの場所として使ったり、吉田委員がおっしゃると

おり健康増進のための公園にするためには、ただベンチだけではなくて、そういうものを所々

に配置していかないとなかなか使われないということもございますので、人口密集地、人口の

多いところを含めてそういう各所いろいろなところを調べながら、人口密集地や高齢者の率と

か、なるべく使いやすい、利用しやすいような公園を定めながらそういう計画に盛り込んでい

きたいと考えております。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑をお持ちの方。 

４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。247 ページですけど、港の問題で何点かちょっと簡

単にお尋ねしたいと思います。一つは、ことしは一応供用開始ということになっているのです

けれども、その後来年度からの港湾建設費の推移をどのように考えているか。数字を細かく示

せとかそんなことではなくて、どういうふうに考えているか。ことしの予算と比べてどういう

ふうな状況でいくのかということが１点。 

２点目、年間の維持管理費、これが大体どの程度になるのか。これが２点目です。 

それから、地方港湾で管理者が町というのは北海道以外にあるかどうか。北海道も北海道内

の地方港湾というのはすべてその所在の市町村が港湾管理者になっているのかということ。 

それから、第３商港区ができた後というのは、まだ難しいのかもしれませんけれども収入、

維持管理費との関係での一定限度の収入がありますね。水の供給だとかいろいろな部分で。土

地を貸しているというのもそうですか。そういうものを含めた場合のバランスというのはちょ

っと難しいというのは、以前から私は何度か議論したのだけど、バランスは取れません。です

から私は特別会計をつくれと言ったこともあるのだけど、それは無理ですと言われています。

そのことを承知した上で、収入の部分と維持管理費の関係がどういうふうになっているかと。 

それともう１点、具体的な部分で、ことしの整備計画の中で臨港道路ができることになって

おります。これが駅前からだと思うのだけど、まっすぐではないのです。用地買収の関係なの

か、それともこのほうがいいのか。どうしてここで曲がっているのというふうに思いますので、

単純なことですけど。同時にこれを見ると、港側では横につながっていないのです。現段階で

は。ということは、チップをここに入った場合は 36 号線を通って全部日本製紙に入るのかどう

か。この点お尋ねをしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 赤城港湾室長。 

○港湾室長（赤城雅也君） お答えいたします。今後の事業内容についてですが、第３商港区

が暫定供用を開始した後は、西外防波堤と島防波堤の防波堤整備をして、この間もうちの部長

が答えていますが、静穏度向上ということで計画しております。建設事業費は事業費枠で 45
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億円ぐらいを今のところみています。そのうち管理者負担が７億円程度の予定でおります。 

次に、維持管理費ですが、ことしのこの間補正していただいた、除雪の関係で補正していた

だいた後の維持管理費としましては、一般会計で 810 万円、港湾機能で 220 万円持っていまし

て、両方で 1,000 万円程度の維持管理費です。今ことしの予算をお願いしているのですが、そ

れも両方合わせて 1,000 万円程度の維持管理費を計上させていただいております。 

あと、管理者は市町村で北海道だけかということですが、北海道だけが市町村管理でござい

ます。全国的に、本州のほうはすべて県の管理と聞いております。あと、北海道で市町村以外

というのは、苫小牧港と石狩湾新港、それが一部事務組合という形でやっております。 

収入のバランス、維持管理費なのですが、第３商港区ができて 11 メートル岸壁ができたとし

ても維持費がかかるのは臨港道路の照明、それと雪が降った後の除雪ぐらいです。あとは利用

されれば、その収入は収入としていただく。 

臨港道路の関係で、まっすぐでないという。毎年臨港道路の計上をしていてなかなか臨港道

路ができないのは、これが原因でありまして、用地買収の関係で、一つの方が協力していただ

けませんでした。それでやむなく曲げました。これは価格が折り合わなかったということで。

私が担当したわけではなくて、北海道開発局が担当してやったのですけど、私も一緒に同行し

ましたが全然話にはならないということでやむなく曲げて、それで今用地交渉が進んで何とか

うまくいきそうです。それと、横につながる道路がない、全体計画ではあるのですが、やはり

今の臨港道路が先に計画されまして、その後にでもまた要望をしていって、やはり港は港の中

を通ってつながらなければならないということで、それは要請していこうと思っています。そ

の道路を使ってチップを運ぶのか。それはまた別な問題でございまして、それはまたいろいろ

検討させていただきたいと思っております。 

あと、収入は 5,000 万円ございます。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） ４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。よくわかりました。一つは、来年度から西と島防波

堤をやるということなのだけど管理者負担７億円ぐらいと、供用になっているから少ないのか

と思うのだけれども、例えばことしは２億 1,610 万円ぐらいになっているのだけれども、金額

的には 25 年度、26 年、27 年と、これより減るのかどうかという、ここら辺が非常に財政の部

分からいうと関心のあるところでございまして、そこら辺は見通しはどういうふうに思ってい

らっしゃるか。そのことを聞きたいと思います。 

それから、維持管理と収入の関係でいえば、今の段階では非常に、新しいからなのかもしれ

ないけれども、修理するところがないということなのかもしれないけれども、バランス的には

非常にいいというふうに思っているのですけれども、そういうことでこれから、港は完成しな

いで一定限度までいったらまた補修しなければならないから、いつまでたってもお金がかかる

とよく言われていたのです。やはりそういうような状況になるのかどうかということが、もう

一つです。 
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それと、幾ら言ってもこの管理者の部分は、これはもうだめですか。北海道だけがこんなの

はおかしいと私は思うのです。本州へ行ったら県がどっさりお金を出して、港もつくる管理も

全部県がやるというのが普通なのに、北海道だけが以前に国の補助を断ったとか断らないとか

何かくだらないことで何か変な形になっていますけれども、これはやはり全国ベースと同じよ

うに改善されるという声だとかというのはないのかどうか。私は、ここら辺は非常に不満なの

だけど。町に言っても仕方ない話だから、これはそういうことにはなっていかないものなので

すか。そうやっていうと道も必ずお金がないと言うのはわかっているのだけど。そこら辺はち

ょっとあります。 

それと、もう一つは、ちょっと違った意味での情報公開、要するにもちろん去年も広報に詳

しく出したということも承知しています。ただ、下水が１番起債が多くて、次に港なのです。

２番目なのです。下水は引いていない人は非常に不満だし、引いている人は納得しているから

余り出ないのです。不満なところからは下水は随分、北吉原の緑泉郷地区呼ばれて大分いろい

ろあったようですけれども、要するに町民は港が今どんな状況にあって、いつから使えて、ど

れぐらいのお金がかかって、そんなメリットがあるのか。本当にメリットがあるのかどうかと

いうあたりを含めて、私も疑問になっていることがたくさんありますけれども、やはり違った

意味での情報開示、別に出て行って話をしろとかそんなことまで言いませんから、しかしもっ

と町民がわかるように、いつ完成して、こういうものができて、日本製紙はこういうメリット

があって、実際に日本製紙は室蘭からこちらに来るのかどうか。今綱引きをしているとかいろ

いろ出ているのだけれども、そんなことを含めてやはりもっと町民に知らせるべきだと思うの

だけど、いかがですか。 

○委員長（小西秀延君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） ４点ご質問がございました。まず、推移といいましょうか、

今後の額が総体的に減るかどうかというご質問です。先ほど赤城港湾室長が言ったとおり、残

り端的に管理者負担が７億円ですから、25、26、27 年、３カ年で割ると２億 3,000 万円ほどに

なろうかというふうに思っています。やはり港内の静穏度を高めるためにはどうしても島防、

それから西防は延ばさなければならないという部分がありますので、私どもとしてはやはり従

来どおりの要求はしていく考えであります。ただ、やはり全国の公共事業、港湾予算も同じな

のですけど、やはりかなり厳しい状況にあります。24 年度、今月末には必然的には４月の上旬

には参議院がとおることになると思うのですけれども、それの決定で今 24 年度満額要求がつい

たとしても、白老町の場合は 24 年度一部供用開始という大きな目標があるから何とか予算が獲

得できるかと思うのですが、その後はそれが３カ年か、４カ年かというのは、これから北海道、

国とのやり取りになってくると思います。ですから、まずは一部供用開始したのだから少しペ

ースが落ちるとなれば、今言ったお話が崩れるかもしれません。でも、そうならないように我々

がちょっと努力していきたいというふうに考えます。 

それから、２点目のバランスでございます。約 1,000 万円維持費がかかっているのですが、

収入は年間 5,000 万円ほどあるということです。今後の問題としてはやはり大規模修繕という
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のが出てくるかと思います。今数十万円単位の穴が開いたクラックが入ったのは当然維持補修

の中では対応をしているのですが、大規模となれば、これはやはり国、直轄のほうにもお願い

して、国の事業としての対応を取らざるを得ないというふうに考えていますので、確かに新し

い港ですけれどもそういう時期を考えながら、これは今も実際にそういうお話はさせていただ

いているのですが、大規模改修のときは国の力をお願いしたいというお願いはしてございます。 

それから、３点目の地方港湾の管理者の関係でございます。昭和 25 年に港湾法というものが

設定されまして、以来今こういう事業になってきています。白老は昭和 57 年に新規着工になっ

ているのですが、そのときにもう既に地方港湾、北海道整備されていて、それは各自治体が管

理者になってございます。当時の書類をいろいろ見ますと、白老町に限ってではないです。北

海道の地方港湾がなぜ自治体になっているかというスタートのときの書類をいろいろ見ていく

と、外郭施設、要するに防波堤とかは 100％国がやってくれると。そして、使用料は自治体、

管理者に入ると。だから、使用料は北海道でも地方自治体でも使用料はその管理者に入ります

と。でも、外郭施設は国が 100％やると、これがスタートだったのです。そうすると、白老よ

り前に地方港湾で展開しているところはそういう事業でスタートしていますから、使用料が地

元に入るというのは大きなメリットがあったということで事業化がスタートしたということが

背景にあるようです。私どもが入ったときは北海道の地方港湾みんな自治体当たり前ですと、

こうなっているものですから以後そのまま引き継いでいるのですが、私どもいろいろ港湾管理

をしている幹事会、部長、課長クラスの幹事会があるのですが、やはり皆さん段々バランスが

崩れて 100％でやるといったのに今は 85％です。町は今 15％出しているわけですから。それが、

バランスが崩れてきているのだからやはり北海道がきちんと本州並みの管理をしてと、こうい

うお願いはしております。ただ、そこが実態にはまだつながっていなくて、まだまだちょっと

これは時間がかかるかと。スタートのときにもう皆さん、そういう部分でよしとしているのに

いろいろ財政が厳しいからといって、そうかいといって北海道が面倒を見るのではなくて、北

海道としてのメリットもきちんとなければなかなか切りかえができないかというふうにとらえ

てございます。もうちょっとこの点については時間がかかるかと思います。 

最後４点目、港の状況ということで、昨年広報のほうにも載せました。ことしはやはり 24

年度暫定供用になるという大きな節目ですので、これはまた特集を考えて、今大渕委員がおっ

しゃるように町民がそこに目を通すと、なるほどというふうに理解できるような、そういう広

報を掲載して、広く町民の方にも理解を求めていきたいというふうに考えます。 

○委員長（小西秀延君） ４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。簡単に。ということは、３年間で基本的には西と島

の防波堤はやりたいと、こういうふうな方向で考えているということでいいかどうか。その後、

大きなものは、ここまでいったら、例えば今の金額２億円以上の金額から下がるのかどうか。

わからなかったらいいのですけど、わかればそういう形になるのかどうか。財政的な問題が１

番問題です。25、26、27、28 までですから。そこら辺がどうかということが１点。 

もう１点、これは特別会計で港湾の管理を特別会計でやっているところも私が調べたときた
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しか１カ所か、２カ所か全国的にあったような気がしているのですけれども、そういうことは

可能なものですか。以前聞いたときは全く、先ほどちょっと休憩時間に木で鼻をかんだような

形でそんなことできるわけがないと町側から言われたのだけど、それはそういうことは考えら

れるものなのですか。その点だけです。 

○委員長（小西秀延君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） １点目のご質問ですが、今事業認可をいただいている仕事は

27 年度までという考えですから、ここの計画の外防と西防が終われば一たんここは終わります。

さらに 7.5 メートルですとか、まだ岸壁の整備があります。それはまた新たに認可をもらわな

ければならないのですが、今までの議論の中でもまずは 11 メートルの供用を開始して、荷物の

状況を見てから次の展開と。こういう考えで議会とのやり取りも議論もございますので、今は

もう既に、ではすぐ次の作業に入るかということではありません。あくまでも第３商港区の暫

定供用を見て、貨物量がどう入ってくるかと。予定よりやはりもっと多く入ってきて、まだま

だ水深 7.5 も整備しなければだめだと、こういう状況になればまた港湾の全体計画、見直しを

かけて議会の承認をいただいて、また国に下ろして事業採択になるかどうかと。こういう手順

になりますので、まずは 27 年度までの事業認可期間を進めていくということになります。 

それと、特別会計の議論でございます。やはり会計を持つにはそれぞれの目的があって収支

バランスも考えて、例えば港湾機能会計もその一つでございます。そういった部分で一定の収

入があるからということでの特別会計を持ってございますが、港湾建設についてはあと３年ほ

どで一たん事業は終わるという、もう先が見えてございます。あとはこれから収入がどんどん

入ってきますから、それは今まで一般会計からまた港湾建設という大きな事業を抱えてきた分

ですから、その分はまた収入として歳入の中に入れていかなければならないかというふうに考

えておりますので、このまま継続していく考えは変わっていないということです。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑をお持ちの方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

次へいきます。258 ページから 269 ページまでの消防費全般についてでございます。質疑の

ある方、挙手の上お願いいたします。 

４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。資料要求をしたものだから、資料要求をして聞かな

かったらまずいかと思ってちょっとお尋ねをします。この資料を詳しく見せてもらったのです

けれども、施設の関係の整備というのは、国の基準をほとんど満たしている市町村が圧倒的に

多い。我がまちもそうでございます。ところが人の部分は非常に差がありまして、50％を切っ

ているところから 70％ぐらい。ここら辺がどうもよくわからないのです。国の基準だったら国

の基準でそこまでやれというのは、私は当たり前だと思うのです。それをこの基準だけはやら

なくていいけど、ほかの基準は守れと国は言うわけです。おかしいと私はいつも思っているの

です。だけどこれは、見ると施設の部分はかなり 100％なのです。どうしてこういう矛盾が出
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るのかということがわかりましたら。済みません、お願いします。 

○委員長（小西秀延君） 前田消防長。 

○消防長（前田登志和君） 提出いたしております資料の関係でございますが、今の大渕委員

おっしゃられたように、白老町と人口が似ているような市町村の状況を提出いたしております。

機材のほうはある程度購入すれば、その後のランニングコストというのはそんなにかかりませ

んけれども、人件費というのはかなり予算がということで、どこの消防も今おっしゃられまし

たように 40％から 70％程度というふうな状況でございます。この整備指針、昔はこの基準とい

うふうな整備基準ということだったのですけど、今はちょっと名前が変わりまして、指針、一

つの方針ですというようなことになっております。これが、ある程度大きな消防をモデルにし

まして、例えば消防隊は消防隊員専属、救急隊員は救急隊員専属、消防の事務職員は事務専属

というふうなことでやりましたらかなりの必要数が出てくるのですが、ここの類似団体及び私

どもの消防を含めて、消防であろうと救急であろうと事務であろうと職員が全部兼務みたいな

形ですべて対応できるような体制を取っておりますし、大きな消防でしたら非番員を呼ぶとい

うことはまずないのですけれども、うちの場合はそういうようなのがあったら必ずまた非番の

職員を呼んだり、団員を招集したり、そういう形で対応しているというふうな状況であります。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） ４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。わかりました。それで、私はこの基準というか、指

針というか、その人員を満たすべきだという考え方なのです。もともとそうなのです。それを

満たさないということは、逆にいうと町民の安全を守られないというような理解になるのです。

だけど、これを見せていただくと 40％、もちろん状況が全部違いますから、山あり谷あり広さ

からみんな違うわけだから、だから一概には言えないというのは、上砂川と白老は一緒になら

ないというのはよくわかります。わかるのだけれども、そういう基準、私が言うのは変だけど

下げろというのも、実態に合わせろというのも何か変だし、実態に合わせなさいというのも変

だし。国の指針をです。では、守っていないのもおかしいのではないかというと、今言われた

ような答弁になるわけでしょう。だから、我々自身は一体国の指針というのをどういうふうに

受けとめればいいのか。私は必要であれば人員はきちんと確保すべきであろうと。町民の命と

財産を守るわけだから。それで頑張っているわけですから。ところが、見るとそういうふうに

もならないと。これは国に言わなければだめな話なのかもしれないけれども、実態としては、

白老の約 70％というのは、言いづらいかもしれないけどやはり人員的には厳しいのでしょうか。

どうですか。 

○委員長（小西秀延君） 前田消防長。 

○消防長（前田登志和君） これは 100％というのが理想でございます。ただ、消防でもそれ

なりの数値で奮闘しているというのが現状でございまして、いろいろな苦労といいますか、効

率的なやり方、マルチ的な対応という形でやっている。また、大きな災害になりましたら、こ

れは当然応援拠点によりましてすぐ隣近所の消防のほうからもお願いするというふうな対応を
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していくわけでございますので、理想は 100％ですけれども、この部分で対応を、今の状況で

は十分とは言えないですけれども、しているという現状でございます。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑をお持ちの方。 

２番、吉田和子委員。 

○２番（吉田和子君） ２番、吉田です。今消防職員の話が出ていましたので、消防団員のほ

うの関係なのですが。定員は 130 名ということで予算が計上されていますけれども、ずっと私

も消防団、議員になってからずっとお正月にやる出初式、必ずほとんど毎回出させていただい

ていたのですが、団員の数がすごく減っていると、何となく実感をしながら、それでも中には

20 年の永年勤続とか、15 年とか、10 年ということで表彰されている方、その数も団員の数と

ともに減ったというふうには思っているのですが、白老町ではこういう大きな災害もまだ起き

るかもしれないと言われている中で、団員さんの力というのは本当に大きなものがあると思う

のです。消防職員はある程度決められたものでやっていますので、そういった中でこの白老町

でその 130 人の消防団でいいということはないのかもしれませんが、理想的には何名ぐらいい

ると本当に消防団として安心な状況になるのかと。また、そういう育成だとか、そういう働き

かけをどのようにされているのかというふうに、その点伺いたいと思います。 

それから、もう１点。防災のほうについて伺います。今回の予算づけは自主防災組織活動支

援事業ということで、防災組織の結成というか、組み立てというか、組織立てをすることを助

成金として出しているということもあるのですが、ここで２点ほど伺いたいと思います。この

自主防災組織もでき上がって、組織的なものもでき上がってきて、本当に災害が起きたときに

いかに逃げるかと。今は津波のことが大きい課題となっていますので、いかに逃げるかという

ことで、いろんな高波の状況だとか、全部看板を建てるとかというふうにやっていますけど、

１点は、私は神戸などもそうだと思うのですが、地震が起きて津波が来る。逃げなければなら

ない。というのですけれども、地震が来たときに転倒物の下敷きになって逃げられない人がか

なりいるのではないかというふうに思うのです。そういったことで、その転倒防止のためのい

ろんな物をつけなさいということはよく言われるのですが、私たちの年代だとある程度理解し

てできるのですが、高齢者だとか単身世帯だとか、そういったところへの、そういった家庭内

での減災対策というのですか、そういうものに対してはどのようにして周知をしていくのか。

その点が１点。 

それから、もう一つ。避難所の関係で、前にＨＡＧ（ハグ）とかと私一般質問で、そういう

のをやらないのかというお話をしましたが、今後の計画の中で、苫小牧市さんあたりは防災の

避難所マニュアルというのをつくっていくと。その中でＨＡＧ（ハグ）をやって、実際にそれ

をやって、そのやったことの町民の意向をまたそのマニュアルに生かしていくと。そして実践

的に本当に町民の皆さん方、市民の皆さん方が困らないようにやっているという、そういうマ

ニュアルの作成も防災計画と同時に進めているということなのです。白老町はその辺のことは、

まず訓練することが優先で、町内ごとに訓練をしてもらっているというお話は伺っていますが、

防災マニュアル的なものはどういうふうになっているのか伺いたいと思います。 
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○委員長（小西秀延君） 前田消防長。 

○消防長（前田登志和君） 初めに消防団員の定数の関係でございますが、今 130 名でござい

まして、そのうちの 10 名は女性消防団員であります。それでいろいろな活動をしておりますけ

れども、この人数につきましては、多いにこしたことはないのですが、現状としましてなかな

か今消防団員のなり手が少なくなっているという現状にあります。現在も満度に定員満たなく

て常時２名なり、３名なりが不足しておりまして、各分団長が一生懸命苦労をしているという

部分でございます。そういう状況でありますので、人数的にはこの程度かというふうに押さえ

ております。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） 中村防災危機管理室長。 

○防災危機管理室長（中村英二君） ２点質問がございましたことにお答えいたします。まず

１点目の地震の際の転倒防止対策、これらいろいろ広くありますが、どのように進めてきて今

後どうするかというご質問でありますが、従前も町の広報に連載をして関係の記事を載せたり、

また町のホームページにも掲載したりさせていただいております。また、出前講座等で私ども

がお話しする中に必ずお伝えをしている１点でございます。また、21 年に防災マップを策定、

配布しておりますが、この中にも記載をしております。新年度 24 年度においては、防災マップ

のほうもより紙面のほうを充実したいという考え方で予算を計上しておりますので、ここら辺

もう少し工夫してわかりやすい内容にしたいという考え方であります。 

２点目の避難所の運営マニュアル、これについても現在ございませんが、他の先進事例の勉

強、学習中で調査、研究中でありますが、防災計画に合わせて運営マニュアル、ほかのものも

たくさんあるのですが、これらについても策定の途上では関係者とも話をしながら中身をつく

り上げていくという考え方でございます。 

○委員長（小西秀延君） ２番、吉田和子委員。 

○２番（吉田和子君） 消防団の方々は、見せていただいたときに本当に年齢的にも高齢化に

なっているというのはすごく実感しております。私がなぜこういうふうに聞いたかというと、

こういう場所で聞くことでまた町民の方々に聞いていただくことで本当に消防団を自主的に、

これは本当にボランティア精神の最たるものだというふうに思うのです。そういった意味では、

やはり声に出していかなければなりませんし、また消防団の方々も努力されている。だけど、

なっている人たちに努力をしろというのは、これは酷なことだと思いますので、本当に議会の

議員もまた自覚を持ってその辺の働きかけをしていくとか、本当に町民全体でその消防団、こ

ういう大きい災害が起きれば起きるほどそういった万全の体制ができるような形をつくってお

くということが大事だと思いますので、本当に努力されていることはわかりましたので、ここ

に 15 人の議員さんもいらっしゃいますので、また報道の方もいらっしゃいますので、再度そう

いった中で消防団員が不足していますということをきちんと広報なりをしていただいて募って

いくような形にしていきたいというふうに。何かこちらのほうが答弁しているみたいですけど、

そういうふうに思って聞いておりました。 
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それから、防災のほうのマニュアルの関係なのですが、その以前にこの間の断水がありまし

た。そのときに私もそうだと、ちょっと新聞にその減災対策のいろんな対応を載っていたので

す。そこに水洗トイレの使い方が載っていたのです。私どものタンクのついているのはお風呂

の水とかを置いておけば何とか使えるのですけど、水道から直接つないでいるのは使えなくな

るというお話、そのことが載っていたのです。ビニールの袋を乗せて、その上に小さいビニー

ルをつけて使って、それをとっておいて投げる。そうか、外に行ってするわけにはいかないね

と、そのときに話をしていたのです。そういったことが新たないろんな苦労をされた部分で情

報として入ってきているのです。ですから、職員は計画をつくるほうですから、実際に現場に

行ったり神戸へ行ったりして勉強をしてきているというお話を伺いましたけど、私はそれが実

際起きたときに町民がその計画をわかっていなかったら何をどうしていいのかわからない。こ

の間みたいにわんわんとなると思うのです。水道が一昼夜止まっただけでもそういうことが起

きるわけですから、そういった情報、それからそういう今おっしゃっていましたけど、いろん

なところに説明に行っていると。本当に目で見てわかるようなものもチラシ等で用意できれば。 

それと、警報機のことで前に話がありましたけど、設置をしていただくのに個々に消防団の

人があたって設置の説明をしたりしていました。私はそれと同じで、転倒防止わかっているの

だけど、どこにどうしていいかわからないという高齢者が結構多いと思うのです。そういった

手の打ち方も今後考えなければいけないというふうに思うのですが、その点。 

それから、マニュアルはこれからだということですので、せっかくつくったマニュアルが実

際の現場で生きなければならないというふうに私は考えておりますので、そういった意味では、

町民が経験をしておく。何がどういうときにどういうものが困るのかということを、そのＨＡ

Ｇ（ハグ）という実際に避難が起きたときに避難所の形態をやって、それをまたマニュアルに

生かしていくということに取り組んでいるところもありますので、これは苫小牧だけではあり

ません。ほかのほうでもどんどんやっていますので、そういったことを計画に生かしていただ

きたいというふうに思います。その点伺いたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 前田消防長。 

○消防長（前田登志和君） 消防団の関係、ご理解ありがとうございます。国の指針ではまだ

整備基準といいますか整備方針では、本町の場合 180 というようなことで、職員と同じ充足率

が 70％、72％ぐらいでございます。ただ、大変忙しい仕事を持っての中での訓練ですとか、い

ろいろな出初式ですとか、そういうようなことで大変な部分があってなかなかなり手が少ない

というのがございますので、どうか議員の皆さま初め、いろんな部分でＰＲしていただければ。

数だけではなくて消防のルール、意識というのも高まりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（小西秀延君） 中村防災危機管理室長。 

○防災危機管理室長（中村英二君） 今吉田委員のほうからご提案の内容に沿って、今後のマ

ニュアルの策定の中でも、実際に私どもが知りえないような情報も実際に町民の方、多くの方

から情報を集めるように生かしていきたい。そしてマニュアルをつくる、そういう過程を踏み

たいと思います。また、いろいろ広報活動をやっておりますが、実際に私どもも出前講座以外



 12 

にも出向いて直接説明できるような、家具の転倒防止ですとかそういった機会を多くつくるよ

うに進めていきたいという考えで、これから進めさせていただきます。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑をお持ちの方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

10 款教育費に入ります。270 ページ１項教育総務費、１目教育委員会費から 287 ページ２項

小学校費、２目教育振興費までとなります。質疑のある方は挙手の上お願いいたします。 

３番、斎藤征信委員。 

○３番（斎藤征信君） 283 ページ、社台小学校の屋根の件なのですが、校舎が相当みすぼら

しくなったといいますか、さびが流れて大変な状況だと思うのです。去年屋体の屋根は張りか

えたのですね。実際にこの間地域の人からどなられたのだけど、あの建物は地域の財産なのだ

と、早いうちならあれをさび落としをしてペンキを塗ればいいのに、お前たちは全部くさって

から金をかけて直すつもりなのかと。私は何も言うわけにはいきませんので、それ以上一言も

なかったのですけれども、どういうふうにするつもりかということをまず聞いておきます。 

○委員長（小西秀延君） 田中教育課長。 

○教育課長（田中春光君） 社台小の屋根の関係でございます。学校の改修計画は耐震化の計

画と合わせた中で計画をして持っておりますけれども、屋根のさびている状況は我々としては

十分承知はしているのですが、何分にも財源の関係もありまして、計画に沿った中で今のとこ

ろは進めていくしかないのかと、こんなふうには考えております。そこで社台小の老朽化に伴

っての改修の年度については、今の計画の中では 27 年度の中で改修をもっていきたいと、こう

いうような計画にはしてございます。若干、ですから３年ばかりありますから、もうちょっと

屋根の部分としてはさびのほうは進んでくる部分もあろうかと、そんなふうに考えております。 

○委員長（小西秀延君） ３番、斎藤征信委員。 

○３番（斎藤征信君） あの校舎を建てるときに、牧場の風景にマッチした建物を建てようで

はないかということであの形になったのです。それで淡い色で、そしてかわいい建物になった。

それだけに、いい建物だなと思っただけに今のさびの流れ方というのはすごく痛々しく感じる

のです。我々が見てもそう感じるのだからやはり学校がある以上、子供がいる以上、子供たち

にとっては我が母校です。その自分の学校に誇りを持って通ったという、子供のときこういう

いい校舎に通ったという、そういう誇りの持てる学校でなければならないのに、あのさびが流

れっぱなしの姿で本当に子供たちに何と言いわけすればいいのか。私はそんなふうに考えるの

です。やはり金がある、ないの問題であることは間違いない。だけれども、あれは子供の心か

らしてみれば本当に一日も早く直してやるべきだと、私はそう考えるのですけれども、もう少

し 27 年の計画をもう１回検討して少しでも早くしてあげるということにはならないかどうか。 

○委員長（小西秀延君） 田中教育課長。 

○教育課長（田中春光君） 斎藤委員のおっしゃることは十分わかります。ただ、先ほども申
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し上げたとおり耐震化の計画と合わせた中での老朽改修という計画も持って進めている、こう

いうような状況の中でありますので、耐震のほうは耐震のほうで早く耐震度の低いものについ

ては耐震の率を高めていきたいという思いもありますから、そこも並行してやっていかなけれ

ばならないという状況の中からいくと、財源がたくさんあればいいのですけれども、そういっ

た状況にもないような現状の中でいけば、その屋根の部分は若干後回しにならざるを得ない部

分があるのかと思っております。ただ、耐震の計画も３年ごとのローリング、ローリングで見

直しという考えもありますので、全体を含めた中での３年ごとの計画見直しということはやぶ

さかではないのかと思います。ただ、その中で早まるかどうかという部分の確約までには至ら

ないのは、現状としてご理解願えればと、こんなふうに思っております。 

○委員長（小西秀延君） ３番、斎藤征信委員。 

○３番（斎藤征信君） わかりました。最後に一つだけ確認しておきます。社台小学校は、耐

震化は関係ないのですね。ということと、それから、中学校の統合が終わったら次は小学校の

ことを考えるのだと。社台小学校の子供が少ないから、あそこは手を抜いているのだと。統合

がだめでそういう判断にたっているのではないということだと思うのですけれども、どうして

あの体育館だけ直したのですか。体育館やって、そして本校舎のほうだけ抜かしたというのは

何か意味があるのかどうなのか。 

○委員長（小西秀延君） 田中教育課長。 

○教育課長（田中春光君） 社台小の耐震の関係ですけれども、あそこは新基準の建物になっ

ていますから、全く基準的には問題ない建物でございます。 

○委員長（小西秀延君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 財源にかかわる話、事業採択にかかわる話なので、私のほうからと

いうことでお答えいたします。前段で今斎藤委員が言われた、子供たちが思う校舎の気持ち。

それから私たち行政側が子供たちに与える教育環境を整備したい。この気持ちは一致です。私

が在職中といいますか、そのときに社台小学校の校舎と体育館と、そういう形で事業要請はし

ておりましたが、いかんせんそこに与えることができる財源、経費といいますか、そこが体育

館の分だけということで、なぜと言われると財源の金額ということです。整備計画としても、

今担当課長から言いましたとおり、教育委員会のほうとしても耐震化と合わせて校舎の整備と

いうことでは計画を持っていますけれども、全体経費の事業採択の中で調整させていただいて

いるというのが現状でございます。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑をお持ちの方。 

８番、広地紀彰委員。 

○８番（広地紀彰君） ８番、広地です。279 ページ、地域塾開講事業についてです。以前、

説明の中で夏と冬に開講するということでわかっていましたけれども、その想定される参加人

数や回数、実施地域など、もし具体的な計画がおありでしたらそれをまずお尋ねします。答え

られる範囲で結構ですので。 

それと、ちょっとこれは自分の印象なのですけど、非常に厳しい、経常費だけども予算が厳
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しいという状況は十分認識しているので納得しているのですけど、報償費で６万円ですね。こ

れは、印象としてはすごく少ないという感じがするのです。それで先ほどの質問になったので

すけれども、例えばこれは子供たちのためにという、未来のためにというご寄付をいただいて

いるようにも聞いているので、その活用だとか考えられなかったのかと。想定規模が関連する

ので、そちらで理解できると思うのですけれども、ちょっともう少しこの予算は拡充できるよ

うな考えはなかったのかどうか。そこはちょっとお尋ねしたいと思います。 

それと、あと関連して 277 ページの学力向上サポート事業、こちらのほうの学習支援員を２

名配置してということで伺っていますが、これは習熟度別の学習に対しての支援ということで、

その理解でよかったかどうかの確認。それと、その効果、これはあくまで学力向上という目的

を持った事業だというふうにとらえていますので、この効果の検証の方法についてお考えがあ

れば教えてください。 

○委員長（小西秀延君） 渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君） １点目、地域塾についてです。具体的な内容をということですが、

説明の中で年２回の開催と。これにつきましては学力ということでいいますと、これまでも各

学校のほうで長期休業期間中に学習サポート的なものを学校の先生方が実施をしているという

状況があります。それに合わせてといいますか、足しまして、体験学習ですとか、そういうも

のも含めた授業を展開していきたいというふうに考えております。当初は各学校でという考え

方を持っていたのですが、今お話ししましたように各学校で学習サポート的な授業をしても、

ちょうど夏休み、冬休みというのは行政機関もそうですが、各種団体が子供たちに対するいろ

いろな授業をメニュー化して参加を募っている状況なものですから、なかなかその学習サポー

ト的なものを学校で開催しても多くの子供たちの参加というのには至らないというようなこと

を各学校の校長会の校長先生方とお話し合いをしたときにも、そういうようなご意見もありま

した。そういうようなものを踏まえまして、スタートのときには地区を２地区に分けて、白老

と萩野地区という２地区に分けて数校の子供たちが、子供たち同士の交流も含めて授業を実施

していきたいというふうに考えております。メニューとしては、学習のサポートと、それから、

体験活動という考え方で、スタートの時点では結構先生方もアイヌ文化の学習の研修会ですと

か、それから今言いましたように子供たちもいろいろなメニューの中で自分が参加していくも

のを選んでいくということがあるものですから、地域塾の開催の日数としては３日間程度とい

う考え方で進めていきたいというふうに思っております。 

それに関連しまして、報償費が６万円というのはどうなのかということなのですが、協力を

いただくのは、基本的には地域の方にも協力をいただきたいと。スタートの時点では、まずは

小学校だけの開催という考え方をしております。中学校はなかなか学習的なものでいいますと

やはり指導が専門的になるものですから、やはりそこのところでは専門の指導ができる方を確

保していくということがありまして、まずは小学校のほうから。そこの小学校には多少校長会

のほうからもぜひ協力をさせていただきたいというお話をいただいていたり、それから地域の

婦人会さんなんかからも協力しますというお声がけをいただいたりしております。基本的には、
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そういうふうに協力をいただく方はボランティアでという考え方をしているものですから、こ

の報償費についてはそういう方々にお支払いをするということではなくて、この事業を展開す

るにあたって学校と、それから地域のボランティアの方々との連絡調整といいますか、そうい

うものをしていただくコーディネーター的な役割を持つ方をやはり配置をしなければならない

という考え方を持っておりますので、その方々に若干報償といいますか、そういう考え方で予

算化をしているものであります。 

それと 277 ページの学力向上、これにつきましては、学習の支援員という考え方で２人配置

を考えております。これにつきましては、昨年財団法人知恩会さん、こちらのほうから 1,000

万円のご寄附をいただきまして、このときにも子供たちの学力向上にぜひ活用を、こちらもし

ていきたいという考え方でありましたし、寄附をいただいたほうからもぜひ活用してください

ということだったものですから、その寄附を活用させていただいて、基本的には３年計画とい

う考え方でおります。これの検証につきましては、白老町の全国学力学習状況調査等の中にも

当然反映されるという考え方をしておりますので、そういうようなところでもこちらとしては

成果として見ていきたいというふうに考えております。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑をお持ちの方。 

１番、氏家裕治委員。 

○１番（氏家裕治君） １番、氏家です。285 ページ、全般に関わってくるかもしれませんの

で、そういった形の中で質問させていただきます。前回、代表質問の中でもお伺いしましたが、

学校図書の関係です。私は代表質問の中で教育長のほうから、私のほうも学校図書館にかんす

る整備計画、推進計画を立てるべきではないかという考え方を示させていただきました。教育

長のほうからは、図書館整備の計画があって、第２期読書活動の推進計画があって、その第１

期の計画に入るという話がございました。その中でいろいろなことを盛り込んでいきたいとい

う話がございましたので、私は、それはそれなりによしとしたつもりでいます。でも、よくよ

く考えてみますと、学校教育の中での図書館整備、国が定める、前回もお話ししましたので同

じ質問はしません。５カ年ごとに大きな予算立てをしながら、そして学校図書館の大切さとい

うものを今まで進めてきました。それに沿って限られた予算の中で白老町も小学校の図書館、

それから中学校図書館だとか、まちの図書館の整備に随分整備をしてきていただいたと私も考

えておりますし、その中の人材育成にも携わってきていただいたと、そういった考えでおりま

す。しかし、そういった考え方を踏まえながらも、やはりこの学校図書館の整備計画というの

をしっかり国の方針に心を合わせながら５カ年、５カ年の計画に沿った整備計画を立てながら

進めていくべきだと考えているのです。そうする中で、今回の、教育長もこの間言っていまし

たけれども、新学習指導要領の中で各学校図書館に新聞を配備して、そして調べ学習の中での

一考にしていきたいという考え方があるように私も拝見しております。白老町の場合は、そう

いった各学校の図書館に新聞の配備というのはまだされていないと思いますが、今後そういっ

た新聞の配備をしながら調べ学習に役立てていくだとかという考え方、私はやはりそれは必要
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だと思っていますけれども、これからの考え方についてお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君） 学校図書に新聞の配備をして調べ学習への活用をということです。

氏家委員の代表質問にもお答えしたところでありますが、22 年度の交付金をもって調べ学習用

の専門の書物というものを 300 冊ぐらい用意して、この 24 年度の５月から活用していきたいと

いう考え方を持っております。確かに新聞の配置ということも必要であろうというふうに思い

ます。ただ、それは配置をされただけではなくて、当然それをどういうふうに活用するのかと

いうところが大事であろうというふうに思っております。今回、各学校用にという 100 万円の

交付金を使って購入した蔵書につきましては、それは各学校の先生方と実際に授業の中でどう

いう活用をしていけるかと。この授業を展開するためにはどういう書物が必要なのかと、そう

いうようなものもしっかりと意見交換をしながら選奨をしてまとめた 300 冊になります。です

ので、今氏家委員のお話、それはわかるのですが、本当にそれをうまく活用していくためにど

ういうふうに計画を持っていくかというところでは、現在のところ調べ学習用に用意をした

300 冊の書物をまずは調べ学習に活用していきながら、その新聞等の本当に必要性があると、

その辺のところについてはやはり各学校の先生方とも意見交換をしながら、本当に必要であれ

ばその時点で考えさせて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。 

○１番（氏家裕治君） １番、氏家です。多分、渡辺教育部長、ずっと今までの議論の中で、

こういった議論を私も繰り返しているのだけど、図書館の活用だとかそういったことに対して

は、例えば先生と、私は教材が悪いと言っているわけではなくて、先生がそういったプログラ

ムを組んで、そして子供たちに必要なそういったそのプログラムに沿った考え方の中からやっ

ていきたいという考え方はわかります。ただ、その調べ学習という部分についての図書館の活

用ということでの国の整備推進計画の中には、やはり、前回も言いましたけれども図書館司書

を置きながら、それは専門職です。学校の先生は確かに教育の分野では専門の知識を持った方々

かもしれない。でも調べる、そして本の専門的な知識を持った方々との分野が私は違うと考え

ています。ですから、教育に携わる先生方と、そういった司書の配備と。そういった形の中で、

例えばどんな本が必要なのかとか、今回の教材をだめだと言っているわけではないです。そう

いった調べ方が、調べる、そういったものを調べていく力がつく中で、そうしたらどういう本

が必要なのかとか、それをそういった専門知識を持った司書さんとの考え方の中で学校図書館

を整備していく。蔵書をしていくという形がやはり私は望まれる姿なのだろうと。それが、今

国が求めている推進計画の中に出てきているのではないかと思うわけです。だから、決して今

回進める、この蔵書のあり方だとか、そういったもの、交付金を使ってやる事業自体は私は非

難しているわけではなくて、そこに携わる人材の配置と、そして必要な教材、それは教師と、

そしてその専門的な知識を持った人材によってしっかり子供たちをサポートしていかなければ

いけないという、そういう思いから、今回５カ年計画なら５カ年計画の中で学校図書館の整備

を進めていくのだという中にこういったものを盛り込んでいくべきではないかと思っているわ
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けなのです。ですから、どうしても教育の現場ですから、今までは学校教師の方々、そして子

供たちの中で考えていくということが今までのずっとした定説の中であるのでしょうけれども、

そこにやはり図書館の活用、活字文化のそういったものについては専門的な知識をそこにしっ

かり入れた中で取り組んでいきましょうという形が今回明らかにこの計画の中に出ています。

そういうことですので、ぜひこういった計画の中でさまざまなものを盛り込みながら進めてい

っていただきたいと思っていますけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 古俣教育長。 

○教育長（古俣博之君） 学校図書館の整備については、この間も氏家委員とお話をしたので

すけど、実際的に学校の中では今いる学校司書と、それと各学校には必ず司書教諭ではないで

すけれども、図書担当というのは必ず置いております。その中で図書館の整備、それから今言

った調べ学習のあり方、そういったことについても十分協議をして、今なかなか氏家委員がお

っしゃるようにすべてにわたっては 100％になってはいないのですけれども、かなり充実した

形で今学校の中では進んでおります。そういうふうなところを踏まえて、先ほどから出ている

新聞のあり方についても、記者もいるのですけれども、その辺のところは今ＮＩＥ運動という

のが出てきておりますので、新聞活用の部分については、私も現場にいて新聞社のほうにも話

をしておりますし、この間も実際的に教育委員会に入ってからもそのあたりのことをどうする

べきかというふうなことでは、新聞社のほうとも話をしております。そんなことで、しっかり

と子供たちが伸びる力をつけていく、そういう対応はこれからの計画の中で検討していかなけ

ればならないことだと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○委員長（小西秀延君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時１７分 

                                         

再開 午後 ２時２９分 

○委員長（小西秀延君） それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

270 ページから 287 ページでございます。質疑のある方どうぞ。 

14 番、及川保委員。 

○１４番（及川 保君） 14 番、及川です。２点ほどお聞きしたいと思います。まず 279 ペー

ジ、先ほども議論がありました地域塾に関して１点と、それからこれもまた先ほど議論になっ

ていました社台小学校の屋根のさびの問題です。この２点についてお伺いしたいと思います。 

まず、地域塾であります。実は戸田町長もご存知のとおり青少年育成の会、毎年夏場を中心

に通学合宿をやっているのです。私は戸田町長の公約で拝見させてもらったのですけれども、

私は、育成の会が主催している通学合宿というのは本当にいいものだと。これはほとんどお母

さん、お父さんたちではなくて、地域のおばあちゃんたちが一生懸命ボランティアで、２泊３

日くらいの日程で多分毎年行われているのです。字白老、今までの例で申しますと、字白老は

川沿の児童館、それから萩野です。非常に地域の人たちが一生懸命ボランティアに励んでおり

まして、これまた実は毎年楽しみにしているおばあちゃんが多いわけです。ことしもそういう
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手伝いができると、そういう方々が多いわけですけれども、これもボランティアでやります。

今戸田町長がお示しの、24 年度の地域塾というのは、私はダブってしまうような思いがするの

ですけれども、これとは全く別なのかどうか。まずその１点をお聞きしておきたいと思います。 

それからもう１点、社台小学校です。これは父兄だとか先生方が何とかしてほしいと、こう

いうことではないですね。先ほど同僚委員のほうからもご指摘がありました。考え方もわかり

ました。ただ、あそこに長年住んでおられる方々というのは、海側から樽前山を見たときに、

私も実は拝見させていただいて大変おしかりを受けた者の一人なのですけど、やはり我が村の

大事な施設なのだと、大切な施設が本当に建物としてもすばらしい、本当に施設には感謝して

いると。この地域にはいまだああいう形ですばらしい建物が残っていると。それが、まちの怠

慢と言われましたけれども、さびを修正しないで、この状況を見てみろと。裏から見てどんな

状況をいつまで放置しておくのという話なのです。私は、それは塗装だけで済むのかと思った

ら、先ほど課長の答弁でちょっと気になったことがあって、改修を 27 年度目指す、これになる

とまた４年、へたをするとほとんど４年がかりのまた状況になってしまうのです。これは塗装

がもう不可能な状況なのかどうか。その１点をまず伺いたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君） 地域塾の関係ですが、今及川委員のお話の通学合宿というのは、

基本的に学校へ通っていながら、そして戻ってきたときには集団の中で活動し、生活をともに

するという考え方のものが通学合宿ということだと思います。地域塾というところでいいます

と、基本的に学習と体験を踏まえた、地域の方に協力をいただいてという、そういうようなポ

イントのところは同じ協力をいただいたり、それから活動の内容的なものにもそんなに差異が

ない部分かというふうには押さえております。ただ、この地域塾というのは今回スタートとい

うことなものですから、先ほど広地委員のご質問にお答えしたような内容でスタートはさせて

いくという考え方を持っておりますが、この後についてはもう少し広げて、各学校の中でもう

少し地域の方を入れて、放課後の活動の中にこういうようなものを入れられないかということ

も含めてスタートしていきたいという考え方を持っているものです。ですので、若干ちょっと

活用の仕方というのでは同様のところがあるのかというふうには思っておりますが、展開とし

ては将来的にもう少し広がりのあるものを目指していきたいというふうに思っております。 

○委員長（小西秀延君） 田中教育課長。 

○教育課長（田中春光君） 屋根の現状についてでございますけれども、平成２年に建った建

物であるということからいくと、もうことしで 22 年目を迎える格好になります。その間、塗装

をしたという形跡がございません。そういったことからいくと、屋根の腐食の状況として見れ

ば結構なものになっているのかと、こうは考えております。であるので、私は屋根に上って明

確に見ていないので、こうだと言い切れる部分もまだ持ち合わせていないのですけれども、状

況から考えるには塗装で対処できるようなあんばいにはないのかと。要するに屋根を張りかえ

しなければならないのかと、こんなふうにはとらえております。体育館のほうがそのような形

の中で屋根の張りかえということでやっていることからいっても、そのような対処をしていか
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なければならないのかと思っております。 

○委員長（小西秀延君） 14 番、及川保委員。 

○１４番（及川 保君） 14 番、及川です。地域塾については、おおよそ理解はしているので

すけれども、いろんな１年のうちに１回ぐらい、何回やるのかちょっとそのあたりもきちんと

お聞きしたいと思います。これは通学合宿とダブるような形にならないのかどうか、そのあた

りが心配しているところなのです。渡辺教育部長の話を聞くと、確かに広げたような状況の中

での事業だと思うのですけれども、そういう心配が私はありまして、通学合宿にもボランティ

アとして携わる、そうなればお父さん、お母さん方も多分、おばあちゃんではなくて、お父さ

ん、お母さん方もかかわれるような状況をつくっていくというのが、これが大事な、もしこれ

をきちんとやるとすれば、継続してまたやるとすれば、そういうことも考えてぜひやっていた

だきたいと。おばあちゃんたちだけに負担をかけるような状況ではなくて、例えば８月なら８

月の中に集中してこちらもあちらもという形ではなくて、そのあたりも十分連携を取ってやっ

ていただきたいということと、この地域塾にかける思いをもし戸田町長がお話しいただければ

ありがたいというふうに思います。 

それからもう１点、社台小なのですけれども、その地域の人に言われたのです。怠慢だと。

先ほど申し上げましたけれども、要するに、平成２年に建てられたものを今 23 年度の末です。

こんな怠慢といっても間違いないではないですか。ひどいのです。裏から見てください。田中

教育課長は現場を実際に見ていないような、確認をしていないような話なのですけど、これは

ちょっときちんと見て詳細をどこかの間でこれはやるしかないと、ペンキ塗りをするしかない

というぐらいの時期を知っているわけです。先ほどの同僚委員の質問の中では、改修と田中教

育課長は言っていますから、もう改修せざるを得ないと、それしかないと。それが平成 27 年と

いうことなのですか。それは地域の住民の皆さんのことも考えて、白老町にいろんな施設があ

るのだけれども、地域の住民はお金がかかるのだろうと、改修するとなれば。ペンキを塗ると

なれば、例えば５年でも７年でも、そのあたりできちんと塗ってあげればお金はかからなかっ

たのだろうと言っているのです。全くそのとおりではないですか。そう思いませんか。20 年ほ

ったらかして新たに改修するとなれば、それは金額的にも大変なお金が必要なのです。そのあ

たりを地域の住民は言っているのです。なぜ早くやってくれなかったと。まちの財政もきちん

と考えて、そういう発言をして私に言ってくれているのです。そこのことも含めて、全体のこ

れからの施設、白老町これからいろいろ施設の老朽化の問題も出てくるでしょう。だから、そ

ういうことも含めてきちんとした答弁をお願いしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君） 地域塾につきましては、先ほどもお答えしましたようにスタート

の時点で三日程度という考え方はしております。これにつきましては、ボランティアの方はも

ちろんなのですが、保護者の方にも協力をいただきながらと。先ほども言いましたが、中学校

の学習ですとなかなか専門的なものになりますが、小学校の学習であれば保護者の方も含めて

一緒に勉強したり、それから活動したりということも。という考え方で今組み立てをしており
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ますので、その辺のところは通学合宿のほうと差別化ができるように明確に授業としては展開

をしていきたいというふうに考えております。 

それと、社台小の関係です。今及川委員のお話のとおり、例えば５年で塗装を繰り返してき

たほうが屋根としても長持ちしますし、おっしゃるとおりだというふうに思います。こちら実

際に施設を持っている側としましては、できるだけ早めに張りかえの前に塗装をというような

ことで何度か財政当局といろいろと協議をしながらというところなのですが、なかなかこの施

設だけではなくて、町内の公共施設すごく数も多い中で当然老朽化をしている施設が次々とあ

るという中で、順位をつけてということになるかというふうに思いますが、そこの中ではどう

しても先送りというような状況がこれまであったというふうに思います。先ほどもお話ししま

したが、３年ごとの見直しということで、今計画として持っている中でも当然財源的なものの

余裕があるときにはできるだけ早くというようなことで前倒しで進めるということも含めて、

この後計画の見直し等の中でも検討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） 戸田町長。 

○町長（戸田安彦君） 地域塾の件なのですが、まず青少年育成の会でやっている通学合宿な

のですけど、これの目的の一つには、少子化や核家族化、そして人とのつき合いの希薄化など

があって、多分集団生活が大きな目的の一つだと思います。こちら大きい枠では、この通学合

宿も地域塾も子供を育てるという意味では同じ目標に向かっていっています。地域塾との違い

なのですが、地域塾を考えたのは、これは勉強の話なのですが、学力は統計では都会に行けば

行くほど子供たちの学力がいいのです。それはなぜかというと、塾、そういう環境があるから

なのです。端的に言うと。そこで、ただ勉強だけできる頭でっかちな子ではなくて、勉強もで

きる心の教育もできるということで、地域塾で勉強する姿勢と、高齢者の方や地域のサークル

をやっている、趣味をやっている方々の知恵とか体験を経験しながら成長するというのが目的

であります。今の子供たちはなぜ余り勉強しなくなったのかという一つに、実は集中力が続か

ないということがあります。これは、食育も合わせてなのですけれども、三度の食事をきちん

と取らない。早寝、早起きができないとかそういう理由もあるのですが、そこで集中力がない

ということは、机に向かっている時間が、集中力がないですから段々短くなってきて、イコー

ル勉強も続かないということでありますので、それをどうすればいいかというと、机に向かっ

て勉強する時間をきちんとした姿勢を取るということも一つでありますので、これは低学年か

らやっていかなければだめなことなので、それを小さい歳のうちからやっていって、小学校、

中学校、高校に上がるようにきちんとそういう勉強に対する姿勢をつくる。そこで地域の人た

ちの知恵と経験も借りながら心も成長していくというのが地域塾の目的でありますので、大枠

でいうと同じではありますが、手法はちょっと違うということであります。 

○委員長（小西秀延君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 私のほうから先ほども答弁させてもらいましたけれども、社台小学

校の関係で、いわゆる学校施設、あるいは他の公共施設同様なのですけれども、やはり整備計

画を立てた中で修繕計画といいますか、そういう中で定期的に修繕していくというのが経費も
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かからずの中ではベストなのかというふうには思っています。そういう中で、私も教育長の時

代には、先ほど言いましたとおり社台小学校の屋体、それから校舎の整備ということで事業費

の要請、要求といいますか、そういう中ではやりました。先ほどと重複しますけれども、なか

なか全体的な経費の調整の中で校舎も、それから屋体もということには至らず、校舎を先に選

択させていただいたと。当然私のほうはその当時、海側から校舎も見ていますし、それから、

国道側からも見ています。あわせて、実はそのときに討議になりましたけれども、外壁もやは

り色あせてきているというようなこともあったものですから、そこまでは手が回らないだろう

というようなことで、重複しますけれども、選択させてもらったのが体育館のほうというよう

なことです。及川委員が言われている、その整備を計画的にというのは、そのとおりだと思い

ます。ただ、いかんせんその全体の中で、やはり事業査定の中で公営住宅だとか、他の施設の

その緊急度合いといいますか、それを勘案させていただいて、決して学校のほうが落ちるとい

うことではなくて、生活基盤のほうをちょっと優先させてもらったという経緯もあるものです

から、今後そこら辺の見極めをしながら公共施設の整備ということについては、査定の段階と

いいますか、その事業が出た段階で検討させていただきたいというふうに思っています。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑をお持ちの方。 

５番、松田謙吾委員。 

○５番（松田謙吾君） 松田です。単純な話なのですが、今の問題に関連して。私はこの屋根

の問題は一昨年言っています。目時副町長、あのとききちんと答えています。それから、あの

とき私が話をしたのは、屋根はかわらぶきではなく流し屋根にしなさいと、そういって体育館

流し屋根にしました。ですから、なぜ今も２人の委員が屋根にこだわるかというと、やはりこ

だわる前に予算がないのはわかっています。予算がないけど屋根をやったらいいか、こちらを

やったらいいかと相談をしないからこういうことになるのです。何事も。こればかりではなく。

だから、私は食育センターの話を言う気はないのですが、あれだってきちんと説明さえすれば、

私はくどくど３回も４回もやっているのだけど、前もって説明すれば言わないのです。ですか

ら、予算がある、ないの問題ではないのです。予算がないからどれを先にやるか。こういうご

相談が議会の皆さんにないから、こういうくどくどなるのです。これ以上は言わないですが。

ただ、あの屋根の問題は、私は一昨年言っています。これだけきっちり言っておきます。 

○委員長（小西秀延君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 今松田委員言われたとおり、当時事業費を出したときにその話を受

けました。それと、屋根の技術的な工法はちょっとわかりませんけれども、当時横になってい

たのを、それを縦にということで工法も変えて安い経費でということでやっております。今相

談もというようなこともありましたけれども、事業選択の段階でいろいろな議員、あるいは住

民のほうからも今後も意見を聞いた中で事業選択をしていきたいというふうに思います。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑をお持ちの方。 

13 番、前田博之委員。 

○１３番（前田博之君） ４点伺います。まず 270 ページの事務局費です。これは関連で伺い
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ます。道教委が新年度から導入する教育上ネット管理の校務支援システム、これが運用されて、

多分市町村立の学校にも参加するかどうかという話もきていると思いますけど、白老町はどう

いう対応をするのか。するとすれば経費もかかりますので、その辺はどういうような処理をさ

れているのか伺います。 

次に、275 ページの教員住宅の管理費でございます。これについて、かなり職員住宅老朽化

しています。私も歩いてきましたけど入っていないところもたくさんあります。それで、今後

これらについて丸っきり使用しない部分、これは学校の周辺の環境悪化にもつながるのです。

そういう部分で、これらの処理方法をどう考えているのか。それと、職員住宅数と現在の入居

者数、そして使用不可能な住宅、この部分について伺います。 

それと、277 ページの学校支援地域本部事業でございます。これは私も 22 年９月に一般質問

をして、答弁では萩野地区以外にも、萩野を置いてです。萩野地区以外にもふやしていきたい

と、こう答弁がありました。そして、事業展開について限りなく広げていきたいと言っていま

したけれども、今回の古俣教育長の執行方針でも他地域の検討を進めるとありますけれども、

萩野も置いて、それ以外に１校、２校ふえていくのか。あるいは萩野を廃止して別な地域に持

っていくのか、この辺の考えを伺います。 

次に、279 ページの食育推進センターの建設事業です。これについては、さきの代表質問、

一般質問で内容は承知していますのでそこはふれませんけれども、１月会議に基本設計が出た

ときの補正予算第 10 号で、この中で私は質問をしました。それで、建設の基本設計業務委託を

賛成しました。その中には、なぜ賛成したかというと、これから今確認しますけれども、この

中で私はライフサイクルコスト、総経費試算、これは説明しなくても前回質問していますから

この中身はわかると思いますけれども、これについてはタイムリーに出したいと、こうありま

した。そういうことで、この総経費試算はいつ頃議会に出されるのかと。 

それと、渡辺教育部長は住民説明会、あるいはそういう委員会を設置して基本設計に入ると。

防災、食育に関する機能というものなどで、それに関わるような方々にも入っていただく形で

の組織ができて、その中で議論もしていただきたいと考えていると。こう言っていますので、

２点目として、これらの町民、あるいはそういう組織をつくって意見、提言を行う検討委員会

的な組織の立ち上げはいつ頃考えているのかと。１月に言っていますから新年度予算に間に合

っているかどうかわかりませんけれども、これらの検討委員会の費用弁償的なものをちゃんと

見ているのかどうか。その辺です。 

○委員長（小西秀延君） 田中教育課長。 

○教育課長（田中春光君） ４点ほどあったかと思うのですけれども、まず１点目は学校の校

務システムの関係でございます。本町の状況からいいますとパソコンのシステムそのものがま

だまだ配置が不足しているという、こういうような環境にもございます。そういったことから

校務システムについては、今のところはすぐ手を挙げてのっていくというよりも、まずパソコ

ンの配置ですか、そういったことを進めなければならないのかと、こういうふうに考えており

ます。従って校務システムにのるのはいつであるとか、そこまでの部分は今言えるものとして
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はございません。 

２点目、教員住宅の関係でございますが、現在の管理戸数でございますが 55 戸の管理という

ことになっております。入居の戸数が 40 戸ですので、率としては 73％程度の入居率というこ

とでございまして、この 55 戸のうち、いわゆる長期の空き家、長期の空き家というのは１年以

上入居されていないという環境にあるのが２戸あります。そして、昭和 40 年代に建てられたも

のが４戸あります。こういったものはなかなか入られる環境にすぐならないものもありますか

ら、今後は老朽度を見極めながら処分するものは処分しなければならないという、こういう状

況に今ございます。 

本部事業の関係につきましては、今お話があったとおり萩野地区で今やっておりますが、こ

れ以外に今後の計画としては他の地区、要するに白老地区のほうにもその辺の同じようなもの

として延ばしていければということで、計画のほうは改めてまた立てていきたいと、こんなふ

うにとらえております。 

最後、食育センターのライフサイクルコストの関係でございますけれども、これは補正予算

を出したときにも申し上げたかと思うのですが、今の時点ではそういったものとしては設計が

立っていませんので出る環境にはございません。そのコスト計算ができてくるタイミングとい

うのは、基本設計なり実施設計が立ち上がった後、どのような構造の建物になっていくのかと

いうものによって維持管理の、例えば屋根一つとっても鉄板ぶきなのか、どのような形のもの

でふかれていくのかということによって、経年変化をどうとらえていくかという部分もありま

すから、そういったものが全部出てこない限り、今の時点でのコスト計算というのができない

ということでお話しをしております。 

最後が、防災なり食育なりの町民を含めての協議の場ということになりますけれども、これ

は検討委員会的な形ということでは考えていなくて、既存の、例えば給食センターの運営委員

会であるとか、もしくは防災であれば防災の関係する方々も入った中での協議の場として改め

て持ち上げていこうかということで、これのための単独の委員会といいますか、そういったも

のでは、今は立ち上げていくという考え方は持ってございません。 

○委員長（小西秀延君） 13 番、前田博之委員。 

○１３番（前田博之君） 校務支援システム、新年度から始まりますから、まだ道ではそうい

う部分で意向を聞いていると思いますけれども、進んでくればどういう形になるかわかりませ

んけれども、これはそちらの判断でということでいいのですけど、ただ、今答弁の中でパソコ

ン配置云々と言っていましたけど、そういうシステムのつながる体制のパソコン云々というの

は、それは具体的にどうなっているのかお聞きします。 

それと、今の食育センターの関係です。これまでの一般質問と代表質問で言っているのと、

今田中教育課長が言ったのがどうも食い違っているのではないかと。質問者の話と違うのでは

ないかと私は思うのです。先に補助金がついて、今回基本設計がついたけど代表質問、一般質

問の中でも政策形成の過程で皆さん議論されたけど、私も今言ったのはライフサイクルコスト

ではないと言ったけど、新財政改革プログラムでちゃんと付記しているのです。その部分の解
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釈をどう田中教育課長は理解しているのかということをまずお聞きします。 

そして、私は基本設計を今やっているということは、それに合わせてどういう規模、前も代

表質問、一般質問でやったけど、本当に規模が適切なのかとか、そういうことの意見をきちん

と全部整理をされて実施設計に反映されていくのではないですか。そうですね。今聞けば、ま

るきりその間が抜けているのです。私が言っているのは、今回基本設計賛成しました。だけど、

実施設計に入るまでにライフサイクルコストがきちんと出て町民の意見はこうだと、当初 13

億円の予算だけど、金額は別にして、これだけの規模だけど適正な規模はこれではないかとい

うような形がなって基本設計いくのに、その過程が今聞いたら抜けているような感じなのです。

私はそこが大事だと言っているのです。もし、それがなければ私は新年度予算の実績組みます

から、答弁によっては考えなければいけないと思うけれども、そういう流れがちゃんとないの

かということを言っているのです。そういうことをしないのですかということです。 

それと、学校支援地域本部、そうしたら１校ふえないということですか、萩野で終わりとい

うことですか。古俣教育長、執行方針で前向きな形で他地域の検討を進めるとあったけど、今

年度はほかの地域はふえないということでいいのですか。古俣教育長は萩野中でいろいろ大変

やってきて効果もあると聞いていますけど、古俣教育長のその辺の声を聞きたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 古俣教育長。 

○教育長（古俣博之君） 私のほうから校務システムの関係で、現場の中でのあり方、既に前

田委員も新聞等で見ているように、札幌が道教委とは違った形であの形にしました。あれの中

身は、個人情報の取り方について道教委も道立学校で今始めるけれども、市町村学校において

はどういうふうにやっていくかというあたりがまだしっかり固まっていないところがあったり

しているところなのです。それで、各市町村の学校、教育委員会も一歩前に、金の面だけでは

なくて、そこら辺の情報の取り扱いの部分で前に出ていっていないというのが現状です。 

それから、地域本部事業については、私の方針の中で申し上げたのは、萩野の今ある既存の

ところは 24 年度もやっていきます。今後 25 年４月から中学校が２校体制になりますから、そ

の中学校区でもう１カ所持つという。つまり白老町本町、ここの小学校３校を含めての体制づ

くりをこの 24 年度にはつくっていきたいというふうなことです。萩野のほうは、今萩野という

ふうな固まりではなくて、虎杖だとか、それから竹浦も含めて、小学校の部分を含めて体制づ

くりもしていきたいというふうに思っています。 

○委員長（小西秀延君） 渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君） 食育推進センターの関係です。以前に質問をいただいてお答えを

しておりますのは、基本設計は、今これは進めていますと。その基本設計ができ上がったとき

に、当然給食センターの運営委員会等もありますが、もっと拡大をした形の中で防災の関係の

方とか、そういう方にも入っていただいて、そこの中で意見をいただき、そして実施設計に臨

んでいくという考え方で進めていきたいというふうには考えております。まだ基本設計、今や

っと業者さんが決まるというようなところなものですから、当然その中で今後ランニングコス

トみたいなものがある程度出てくるだろうというふうに思いますので、そういうものもそうい
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う委員会の中でお示しをしながら、意見を聞いて実施設計に入っていきたいというふうに考え

ておりますので、今のところ委員会といいますか、そういうものをしっかりとつくって実施が

できる時期というのは、申しわけないのですが、何月ぐらいという見通しはちょっとまだ立た

ない状況ですが、できるだけ早いうちにという考え方を持っております。 

○委員長（小西秀延君） 13 番、前田博之委員。 

○１３番（前田博之君） 食育推進センターの関係です。代表、一般質問でもそのことがされ

ています。そういう町民の各層の人方の意見を集約して反映すべきではないかと。私は今言っ

たライフサイクルコスト、これについては確認しますけれども、今基本設計をやっていますけ

れども、実施設計に入る前にそれらのものをきちんと整理されるということでよろしいですね。

されるということは実施設計を仮に出ないとできないと言っているから、私は並行してやるべ

きだと思いますけど。基本設計できたと、それによって町民の各層の人方に広げて意見を聞く。

ライフサイクルコストを含めて議会にもいろいろな意見を聞く。そういうものを全部集約した

中で実施設計に入っていくというような段取りをここで確認しておきますけど、それでよろし

いですか。 

○委員長（小西秀延君） 渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君） 考え方としては今、前田委員のおっしゃるとおりです。ただ、補

助申請の時期的なものもあるものですから、その辺のところでは見通しをもっても、例えば急

に説明会をどうしても議会にさせていただきたいですとか、そういうようなことは若干あるか

もしれませんが、その辺のところも踏まえて、開催の手順としてはそういう流れでいくという

考え方を持っております。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑をお持ちの方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

次に入ります。286 ページ３項中学校費、１目学校管理費から 303 ページ５項社会教育費、

１目社会教育総務費までとなります。質疑のお持ちの方どうぞ。 

３番、斎藤征信委員。 

○３番（斎藤征信君） 社会教育の部分で 301 ページ、ふるさと体験館「森野」の件について

伺います。新年度は休館するということで説明は受けたのですが、森野の建物を休館にする、

その理由というのはちょっと聞いていなかったものですから、なぜ休館をするのか。その間維

持だけをするということなのかどうなのか。そのあたりを伺います。 

○委員長（小西秀延君） 田中教育課長。 

○教育課長（田中春光君） 休館するに至る説明の関係なのですけれども、以前指定管理の全

体のご説明を申し上げたときに、その場でこの休館の関係もご説明は申し上げたのですが、考

え方なのですけれども、ご承知のとおり 16 年度から指定管理制度を導入した中で、生涯学習の

活動の場ということでスタートしたわけなのですが、入館されている数なのですけれども、17、

18 年度については 2,000 人を超えるような形の中で推移はしていたのですが、20 年度以降
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1,700 人程度から横ばいといった状況にあって、22 年度については 1,540 人程度ということで

どんどん入館者も落ち込んできたということ。それに伴って当然収入のほうも同じような形で

落ち込んできたということでございました。背景にそういうことがあったのですが、それに対

して管理している経費としては約 600 万円程度毎年かかってきていたわけでございます。当初

から収入のほうでかかる経費を賄えるという環境にないことは重々承知した中でのスタートで

はあったのですが、そういったものをなかなか経費がかさんでいくということ。さらにいえば

建物がこれからどんどん老朽化が重なっていくということになれば大きな改修のほうも進めて

いかなければならないということを考えていくと、これから先ちょっと限界点としても出てき

たのかと、こういうような考え方がありました。そういったことも背景にありまして、一たん

ここでお休みをさせていただきたいという考え方でご説明を申し上げたものです。今後の扱い

についてなのですけれども、建物が朽ち果てないように最低限の管理をしていくということで、

ここにも 89万 8,000円、施設の管理に最低必要する経費として計上させていただいております。

その中で機械警備であるとか、周辺環境の整備ということでの草刈り等々は行っていきたいと

いうことでございます。今後あそこの活用をどうするかということになるわけでございますけ

れども、一つとしては今旧社台公民館のほうに仮置きしている出土品、遺跡の関係がございま

す。これが膨大な量あるものですから、あそこの旧社台公民館もいつまでもあそこの建物とし

て置いておく格好にもならないようにもなっておりますので、まずは移しかえしようかという

ことが一つあります。あとは、何か改めての活用策というものも並行しながら我々のほうで検

討のほうは進めていきたいと、こんなふうに考えている状況でございます。 

○委員長（小西秀延君） ３番、斎藤征信委員。 

○３番（斎藤征信君） あそこを利用始めたときから経費を余りかけないで、本当に建物が続

く限り上手に利用していこうという主旨のあれはあったと思うのです。それで、今話を聞きま

すと利用者の減、それから、経費がかかっているということが理由になっているようですけれ

ども、これはあそこの建物の老朽化というのはどういうことになっているのか。それで、その

老朽化を何とか防ぎながらあそこを何とか利用していく方法はないか。1,500 とか 1,700 人の

利用があるということは、これはすごいことだとは思うのですけど。こういうときに利用の仕

方というのを提案できれば１番いいのかもしれませんけど。何かその方法というのをないのか、

その後の使い方です。四季彩街道沿いにある、大滝から走ってくるとき、あそこを通行する人

がかなりの量がある、その中で三階滝しかないわけです。あとずっと白老来るまで何もないと

いう中で、そういう利用ができるというそのことを前に考えたときに、教育施設だということ

でその制限が邪魔になってきます。その制限というのはもうないわけでしょう。何に使っても

いいという状況になっているのではないかというふうに思うのですけれども、そういう中で三

階滝のあそこもかなりのお客さんが寄っている。だけど、ずっと走ってきて白老にもそういう

場所があるというような、そういうふうな使い方というのは可能ではないのかどうなのかとい

うことです。実際にそういう制限がないのだとすれば、三階滝の売店に対をはって野菜を売っ

たり山菜を売ったりするわけにはいかないと思うので、白老の魚だとか何とかそういうものを



 27 

持って行って、またあれとタイアップしてやっていく、そういう、朝市はできないだろうから

昼市、夕市ぐらいやるとか。何かそういう工夫であそこの場所を有効活用するべきではないか

というふうに思うのですが、そういう検討はどこかでされるのかどうなのか。そのあたりを伺

いたいのですが。 

○委員長（小西秀延君） 田中教育課長。 

○教育課長（田中春光君） まず老朽度の関係ですが、本校舎なり旧こだま園、あちらのほう

は古いは古いなりにそこまで傷みきってはいない部分があるのですが、プレハブでつくった建

て増しした建物があるのですけれども、ここの部分がもう限界点に近いような格好ではあるの

です。なので、本校舎以外のプレハブの増築した部分といいますか、ここの部分はもう早々に

撤去しなければならないような環境に近づいているのかと、そういうふうに思っております。

建物の状況はそういうことでございます。 

その後の利用の関係でございますけれども、今建設的なご意見をいただいたわけなのですけ

れども、そういったようなご意見も含めながら我々としても何に使えるのか、何に制限がかか

るのかという部分を含めて検証しながら、よりよい方法見出せるのであれば、そのような方向

性の中で検討を進めていきたいと、こんなふうには考えております。制限の部分については、

もうちょっと調べ直してみなければセーブされているものが解けているのか解けていないのか

は、ちょっと今の時点ではお答えできません。 

○委員長（小西秀延君） 渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君） 以前は社会教育施設ですとか、福祉施設等に活用する場合にはと

いうのがありました。今の中ではそこのところは撤廃されている状況にあるというふうには押

さえております。あと、例えば民間で買っていただく場合でしたら、それは、本来は今までは

国に返すという形になっておりましたが、その分については、例えば教育施設としてその売っ

たお金を使うのであれば、それは基金としておいてもいいですというようなところまで条件と

しては少し緩やかにはなってきております。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑をお持ちの方。 

13 番、前田博之委員。 

○１３番（前田博之君） １点だけお聞きします。291 ページの中学校施設整備事業の工事請

負費、３中学校が統合になることによっての整備です。これは古俣教育長が中心的になってま

とめていただいて、本当にありがとうございます。地域の住民の方も高く評価していることを

私は聞いております。それで、この整備の仕方なのですけど、前回全員協議会で説明がありま

した。そのときに私は配置図でどうだということで質問しています。そして、また多分内部で

協議するような話もあったと思うのですけれども、図書館がずっと端にいくのです。古俣教育

長は校長をやっていたからわかっている。私は、図書館はやはり真ん中に持ってきて、きょう

図面持ってきていませんが、私が見たら２階の真ん中に大きいところがあるのですけど、入れ

かえるかどうかは別にしても、学年３学級とれば難しいところがあるのだけど、私は図書館が

あんな外れにいっていいのかどうかと。もう少しやはり図書に親しむ、そして先ほど同僚委員
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もありましたけれども、非常に調べ学習とか、これから大事な位置づけだと言っていましたけ

ど、あの図面を見たらあんな外れにいっていいのだろうかということを、古俣教育長は新しく

なりましたし、萩中の校長もやっていましたので、そういう部分から見解だけ伺っておきます。 

○委員長（小西秀延君） 古俣教育長。 

○教育長（古俣博之君） 図書館の配置については、学級数の関係でどうしても。今２階の大

きいあそこが図書スペースなのです。そこに普通教室を持ってきている関係で、今３階の奥の

ほうになっているのですけれども、整備が終わって 25 年４月１日から統合になったときについ

ては、３教室を確保しながら、あそこの元の今２階のところにある図書スペースのところに図

書館をまた持ってくるようにしております。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑をお持ちの方。 

４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。ふるさと体験館「森野」に関連することなのですけ

ど、飛生の小学校、森野の小学校、定時制の高校と今度竹浦中学校に虎杖中学校と、虎杖中学

校が１番新しいです。一つは、竹浦、虎杖浜の中学校の跡地の利用を今考えていることがある

かどうか。同時に、この公共施設が、ふるさと体験館「森野」も維持管理はしていくというこ

となのですけれども、これはこういう大きな建物の維持管理をしていくというのは大変なこと

ではないかと。まして使って何とかとんとんになるぐらいになってくれれば１番いいのだけど、

そういう状況ではないとしたら、例えば旧白老高校の跡地が今高齢者大学の使用になっていま

す。そういうものをどこかに入れて、可能かどうなのかわからないし、つぶすといったらしか

られるかもしれないのだけど、やはりそういうことを長期方針で考えないと。一つは、社台の

公民館はなくしてこちらに持ってくるというのだけど、森野の学校に持ってきて一体いつまで

もつのか。飛生の学校だって全体残っているとしたら、あそこに今アートコミュニティーとい

うのがあって成果は上がっているのだけれども、本当にこれはいいのかと。だから、そういう

長期計画をきちんと立てて、竹浦や虎杖の中学校をどう利用するのかというようなことを含め

て考えないと、固定資産税がかからないからいいけど、大変な状況になるのではないかと思う

のだけど。考え方はありませんか。 

○委員長（小西秀延君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 一応、竹浦とそれから虎杖浜、これについては企画課のほう

で利活用について内部の中では考えましょうということ。企画課が中心になってやりましょう

ということになってございます。基本的には、ああいう施設は本当に維持管理費がかかります。

ですから、利活用する中でその維持管理費がきちんと賄える、そういう利活用の仕方、これは

民間の活力、民間の力も借りて、あるいは民間がこういうことで利用したいということで、そ

れが地域の意思に沿って地域に貢献するようなもの、それは地域といってもいろんな経済活動

だとか、いろんな活動や何かに貢献するような、そういうような施設を利用することによって

しっかりと維持管理ができるというような、そういうようなものに考えてございます。単なる

町が福祉施設だとか社会施設にして、維持管理費を町がどんどん出すというような、そういう
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ようなことは念頭においておりません。森野だとか飛生、これらについてはそういう民間の力

を活用するという部分では、飛生アートコミュニティーは民間の芸術活動でやっていただいて

いるけれども、結局は収益というものはないですから、やはり町がずっとそれは子守りをしな

ければならないと。森野もこういう形で閉館したと。そして社台のほうは１回社台のものをあ

そこに持ち込んで、一応保存する場所にするというような今そういう落ち着き方をしておりま

すが、今後はこのような施設は町がお金を出して維持管理を出して、一方的に出すのではなく

て、やはりきちんと民間の力もフルに活用しながら使えると、そういうような使い方を確実に

考えなくてはいけないだろうと。そういう意味では、森野はもうそもそもそういう時期は逸し

たのかと。ですから、そういう経験を踏まえて竹浦、虎杖浜、特に虎杖浜は新しいですから、

これは価値としてはかなりありますから、その価値を失わない、時期を逸しない中で、そうい

うような活用はフルに考えたいと思っています。竹浦については、これはちょっと古いですか

ら、これもかなり難しい問題だと思います。私の今の考え方からしますと。ただ、総合的な物

の考え方はそういうような考え方で利活用を図っていきたいと思っておりますので、ご理解い

ただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） ４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。考え方はわかりました。ただ、私は今の経済情勢の

中で、それがスムーズにいけばいいけど、余り希望がないような気がするのです。個人的には。

それで、本当に不謹慎な言い方でしかられてしまうかもしれないけれども、今の白老高校の高

齢者学習センターを、こちらのほうが古いとしたらもっていって、あそこはやはり白老のかな

り一等地なのです。今公営住宅も含めて中心部に集めるというような考え方が現実的にあるの

です。現実論としてあるわけです。広くはないかもしれないけど運動場もあるわけで、やはり

そういう、何でもそうだけどすぐ来年からやるとなるからだめなのです。だからもめるわけで

しょう。だから、今からやはりきちんと 25 年なら 25 年、26 年なら 26 年たったら、そういう

ものに移転をしてとか、そういう長期方針を立てないと。空いてしまってからまた今度考える

ものだから、時間がたつとそうしたらまた使えなくなるというふうになると思うのです。だか

ら、それこそランニングコストのことを含めて考えたときに、長いスパンでやはりそういうこ

とを考えていく必要があると思うのです。だから、そういうふうに、例えば転用できれば字白

老のまちの中に一定の公共用地ができ、そこを中心に、例えば公営住宅を建てることによって、

今まで建設課が言っていたこともそういうことで解決できるというふうになってくるのだけど、

そういう考え方はできないものですか。今の方をやれというのではなく、そういう考え方で物

事を進めるという意味です。 

○委員長（小西秀延君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 事案として跡地利用の話の中で、これから統合する校舎、それから、

お話の中で出ましたけれども、従前から使っております飛生、それから森野、お話が出ました

高齢者学習センター、実は私も教育長時代、教育施設が多いものですから、それの利活用とい

うようなことでかかわってきておりますし、それから、役場の企画課のほうで跡地利用という
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ようなことでも協議をするというようなことできています。個別に私のほうも森野をどうしま

しょうかと。それから、飛生がかなり老朽化になっている、どうしましょうか。高齢者学習セ

ンターも今言われたとおり一等地なのです。あそこの土地利用をどうしましょうか。これは個

別に協議を実際に話しています。ただし、今言われるように全体としてもう少し、また教育委

員会だけではなくて、あるいは企画課だけではなくて、そういうような協議する部署といいま

すか、機関を設けて、その全体的な計画をやはり協議しなければだめだというふうに思ってい

ますので、今後、今言われるようにいわゆる長期スパンの中で物事を考えて、その土地利用、

あるいは跡地利用、その建物の跡利用、こういうものを総合的にまず考えていかなければだめ

だと。これについては、役所の中にも政策調整会議がありますので、そういう中で全体的に推

進計画といいますか、そういうのは練っていかないとだめだというふうに思っています。また、

そういう機会をとらえながら、方向性をまた議会とも協議する場面も当然必要になってくるだ

ろうというふうに思いますので、今言われるように個々に物事を考えるのではなくて、全体を

通した中、あるいは長期スパンの中でちょっと検討する場面をこれからも当然つくっていくと

いうふうに思っています。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑をお持ちの方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

続きまして、302 ページ２目公民館費から 321 ページ７項給食センター費全般について。質

疑のある方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

それでは、次へまいります。322 ページから 351 ページまでの 11 款災害復旧費、12 款公債費、

13 款給与費、14 款諸支出金、15 款予備費及び給与費明細書・地方債現在高見込額調書・債務

負担行為に関する調書について。質疑のある方はどうぞ。 

４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。325 ページの公債費のことでちょっとお尋ねをした

いのですけど、非常に単純なことを一つお尋ねします。議案説明のときに一時借入金の利息は

1.2％で見ていますというふうに説明がございました。基金繰替運用の利子については 1.3 から

1.5 に上げたというふうな説明のように記憶をしているのですけれども、事実だとしたら、な

ぜ一借が 1.2％で、繰りかえ運用の分の利息を上げるというふうになるのか。この点だけお尋

ねをしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） 一時借入金の利子の支払いでございますけど、確かに説明の

とおり 1.2％ということで見込んでございます。 

○委員長（小西秀延君） 暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ３時３２分 
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再開 午後 ３時４５分 

○委員長（小西秀延君） それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） 大変失礼いたしました。先ほどの大渕委員のご質問でござい

ます。まず、一時借入金の利子支払い費の利息につきましては 1.2％で見込んでいるというこ

とでご説明をさせていただいておりますが、これにつきましては、実績としましては大体 0.6

から 0.7 ぐらいの利息で一時借り入れをおこしてございますが、昨年の予算編成の段階で各会

計統一ということで、なおかつその段階で 24 年度を想定しなければならないものですから、あ

る程度多めに見込んで 1.2 ということで決めてございます。 

もう一方の基金繰替運用利子のほうでございますが、これにつきましては、あくまでも本来

１年間預金したであろうという部分の利息でございますので、あくまでもこれは定期預金とい

うことで押さえてございまして、定期預金の利率の実態に合わせまして 0.15 ということで今回

計上させていただいてございます。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） ４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。よくわかりました。その件についてはわかりました。

これは実態に、繰りかえ運用の部分を実態合わせるというのは非常によくわかるのだけれども、

例えば町が非常に財政的に苦しいと、今の状況のような苦しさではない苦しさがあったとした

ら、例えばこれは当然今の説明で理解しているのだけど定期預金だから、だけど町が決めて、

例えば無利子で繰りかえ運用のお金を借りるというのは、町のお金を町が借りるのだから、そ

ういう措置をしても別に法律的には全く問題はないでしょう。ただ、これは実態に合わせると

こうなると、貯金をしているのと同じことだからこうなるという、そういう理解でいいですか。 

○委員長（小西秀延君） 岩崎会計課長・会計管理者。 

○会計課長・会計管理者（岩崎 勉君） 一時借り入れにつきましてはうちのほうで担当して

いるのでお答えさせていただきます。それにつきましては、基金からそういう形でほかの会計

に繰り出しするとかという場合は、やはり預けて、貯金で預けていれば利息がつくということ

も考えて、若干その中で利息をつけさせていただいているという形でございます。要はほかの

会計が、言ってしまえば指定金融機関とかほかの金融機関に借りる場合はそれ以上の利子がつ

くのですけれども、余りお金が足りなくて借りるということも、簡単に借りられたら困ります

ので、そういう形で少しでも利息をつけて、その運用を控えさせるということも考えてこの利

息をつけているという現状でございます。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑をお持ちの方。 

13 番、前田博之委員。 

○１３番（前田博之君） 326 ページの給与費で伺います。私も給与を削減してからちょうど

１年になりまして、１億円ぐらいずつ影響が出ていますけれども、それで、先般 23 年度のラス
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パイレス指数が公表されておりました。そうすると、前年度 87.7％が 99％に大きくアップして

いるのです。そして、苫小牧は 99.2 ですので、管内では２番目の高さになっているのですけれ

ども、これだけアップした要因は何かをまず伺います。 

○委員長（小西秀延君） 岡村総務課長。 

○総務課長（岡村幸男君） ラスパイレス指数の関係でございます。今回発表になりましたの

は 99 ということで、今前田委員からのご質問のとおりでございます。これは当然給与のカット

額を縮小したということで、その分のはね返り分でございまして、実際に 22 年から 23 年でい

くと一般職の１、２級については 11.5％削減していたものが、1.8％まで縮小していると。そ

れから一般職の３、４級については 12.5％を２％まで縮小と。それから一般職５、６級につい

ては 13.5％を 2.2％まで縮小していると。これが、結果的に約 11.何％という幅になりました

けれども、それぐらいまでいわゆるラスパイレス率が上昇したという、そういう要因だという

ふうに考えてございます。 

○委員長（小西秀延君） 13 番、前田博之委員。 

○１３番（前田博之君） 今階層ごとに削減率ありました。これについてはわかりますけれど

も、実際にラスパイレス指数を計算する中でどこの部分がパーセンテージで厚くなっているの

か。これは平均ですから、そういう部分があるのかと。その層によっては 99 で実感していない

層もあるはずなのです。だから、それがどこの層で平均になってこうなっているのか。あるい

は何か、言えるかどうかわかりませんけれども、引き上げる要因がどこかにあるはずだと思う

のですけれども、そういう部分があったのかどうか。その辺を伺います。 

○委員長（小西秀延君） 岡村総務課長。 

○総務課長（岡村幸男君） 前田委員のご指摘のとおりでございまして、ラスパイレス指数は

それぞれの、いわゆる大学卒であったり、高校卒であったり、短大卒である、もしくは中学卒

であるという、それぞれの学歴に応じた経験年数の段階で指数を計算していって、最終的には

その合算を最終的な率として出すということでございます。今のご質問からいうと、やはり段

階的なことからいうと 10 年以上 15 年未満というような、いわゆる経験年数区分でいう階層が

大体、これは大卒、高卒、それから短大卒等についても同じように 100 を超えるというような

状況になっておりまして、やはりこの辺が大きな理由かというふうになってございます。では、

なぜ 10 年から 15 年未満がというような、そういう状況になっていくのかということになりま

すけども、これはやはり昇格に伴う昇給ということが一つ考えられるかというふうに、今の段

階では分析をしているところでございます。 

○委員長（小西秀延君） 13 番、前田博之委員。 

○１３番（前田博之君） 私もわかりました。なぜかといった原因はわかりました。それで、

新聞報道などを見るとよその町村と比較されるのです。町民の方々は。それが、私は、今言っ

た説明を受けて理解、すべてではないです。説明されて理解されて、そうだというならわかる

のだけど、数字だけ見て給与削減戻したからお前たちラスパイレス上がったと、こういうふう

に受けるわけではないけど、誤解というのですか、真実がきちんとわかればいいのだけど、よ
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その町村が結構低いのです。標準額 80％くらいとありますけど、町村によって今岡村総務課長

が説明したとおりの中身で数値が違ってくると思いますけど、その辺をはっきり整理しておい

て、仮に広報だとか何か機会があるときにきちんと説明をしないと、職員が逆にお前たち高い

給料もらっているということを言われてしまうから、数字だけで走ると。その辺をちょっと考

えて対応する必要もあるのではないかと、こう私は思って言っているのです。ですから、事実

は事実として数字がありますから、よその町村の例も踏まえてちょっと答弁願います。 

○委員長（小西秀延君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） ラスパイレスの事情は、岡村総務課長が言ったとおりです。

それで、年に一度職員の給与公開ということでやっていまして、そこでもラスパイレス、国と

比較で出してございます。このラスパイレスの比較というのは国に準じたらどうだという、こ

ういうコメントだけで終わっていますので、その辺ラスパイレスの性格というのか、そういっ

たものも少し広報に説明を加えながら広報したいと思います。ただ、ご承知のとおり給与公開

をしたときに、いわゆる初任給だとか、そういったものは国と準じた形で全然変わらないで、

削減額だけが白老町は低くなっていますから、そういった状況をわかりやすく説明していこう

かというふうに思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） ほか質疑をお持ちの方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

 これで、歳出が終わりました。歳出全般について特に質疑漏れの方がおりましたらどうぞ。 

５番、松田謙吾委員。 

○５番（松田謙吾君） 松田です。162 ページから 165 ページ、福祉会館費です。関連してお

尋ねするのですが、萩の里会館、私は一昨年の６月に萩の里会館の運営費を何とかしてやれな

いかというご質問をしております。萩の里会館は自主運営というまちと約束をして建築された

ものです。運営費は、あそこは 670 世帯ぐらいあるのです。670 世帯ぐらいが、あの会館に近

い町内、たしか５町内だと思うのですが、ここは１世帯当たり 50 円、そこから離れた世帯 10

世帯５町内会は１戸当たり 10 円と、こういうことで管理運営をしているのです。これは前に私

が質問する中でそう言っています。私は飴谷町長に、そのときに確かに自主運営だと。これを

建設したのは、飴谷町長の課長のときなのです。ですから、飴谷前町長も私のときだと、です

からそうだと、一昨年で大体答弁のやり取りでは 10年前は高齢化率が 28.8％ぐらいだったと。

今は、ことしは 34.何％ですね。一昨年の段階はおそらく 30％ぐらいだったと思います。です

から、自主運営と言ったけれども、自主運営すると言った方々も高齢化になってほとんどいな

くなったと。次の団塊の方々が、なぜうちの萩の里だけが自主運営をするのだと。その３年後

に北吉原ふれあいプラザというのができたのですが、ここはことし 41 万 5,000 円運営費払って

います。予算化されています。そんなことからいって、前町長はよく検討をすると、調査をし

てです。高齢化率の調査をして、よく検討すると言ったのですが、この高齢化の率とか、それ

から町内会のそういう思いを調査されたのかどうか、まず１点お尋ねしたいと思います。 
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○委員長（小西秀延君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 福祉館費ということでのご質問ですけれども、ご質問の内容

は、町内会で運営している会館に対する支援策と、そういうようなことになろうかと思います。

それで、予算書のほうでは 133 ページになりますけれども、町内会活動育成経費という事業の

中で、133 ページの 19 節負担金補助交付金の中で、これは町内会等に対するいろいろな運営経

費の助成の補助金が載っておりますけれども、通常一つの町内会で運営している会館について

は、この町内会館火災保険料、保険料だけは一応助成しますということでやっているのですけ

れども、平成 23 年度からこの萩の里会館のような広域的な運営をしている、幾つもの町内会で

運営している施設について、これは地元の町内会からも要望を受けまして、金額的には年間 12

万円、月１万円ということですけれども、ここの運営している町内会の役員の方々といろいろ

と相談して、23 年度から経費計上してございます。一応 24 年度も同額という形の中で予算計

上させていただいております。 

○委員長（小西秀延君） ５番、松田謙吾委員。 

○５番（松田謙吾君） 私は、12 万円出ているのも気がつきませんでした。12 万円は約束どお

り出したのだと今改めて。これは、前町長出すと言ったのです。ですから、そう思ったのです

が。北吉原のふれあいプラザ、これは 41 万 5,000 円出しています。この地区はやはりこれ並み

に出すべきだと私は思うのです。白老の全体の生活館ありますね、８館あります。ここの管理、

かぎを取ったり返したりするだけで 35 万円もらっていますね。これは１人の管理です。このふ

れあいプラザやなんかは町内会の回しで掃除しているのですが、私は 12 万円出しているのは知

りませんでしたけれども、やはりこの北吉原プラザ並みに、私は本当に高齢化になって、たし

か去年はあの会館は、あの町内会で塗装もしています。そういうことからいくと、戸田町長、

もう少し引き上げてやってください。あのプラザ並みに。先般、４・６のカラオケの話もあり

ましたが、あれもことし戸田町長いい返事をしていました。そういうことからいくと、私はこ

の萩の里もやはり北吉原のふれあいプラザ並みの管理費は、もう本当にあそこは高齢化になっ

ているのです。まちの高齢化は 34で、あそこはおそらく 55や 60いっているのではないですか。

ですから、先ほど言った飴谷町長が検討して調査するといった高齢化率、あそこは幾らになっ

ているか調査しましたか。私は先ほど調査しましたかと言ったのですが。 

○委員長（小西秀延君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） ちょっと数字は持ち合わせてございませんけれども、実際こ

の萩の里会館を運営している町内会、確かに高齢化等で除雪の関係、非常に苦労していると。

そういう中で、やはり会員の中だけではなかなかできないと、そういうお話も聞いて、一応そ

ういう除雪費の一部にも充てられるように今回制度化したと。そういう部分では、高齢化の実

態を役員の方々からお聞きして、一応そういう対応をしたと。金額の部分につきましては、こ

れは地域の方々と必要な部分、実際地域の方々で積み立てして、そういう補修費に充てたりと

かしている部分もございますけれども、その辺の実態を聞きながら、また今後そういうご要望

がありましたらいろいろお聞きして検討してまいりたいと思います。 
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○委員長（小西秀延君） ほかに質疑をお持ちの方。 

２番、吉田和子委員。 

○２番（吉田和子君） ２番、吉田です。大変悩んで質問いたします。私は、この予算審査の

委員会の最初に、町長に変わった役場の対策について伺いました。いろんな予算の審議をして

いく中で、ほかのほうを疑問に思ったり、こうしたほうがいいというような意見も述べさせて

もらったりしてきて、ある程度納得したのですが、これがどうしてもすとんと落ちないのです。

というのは、私たち議会も自治基本条例の議会の部分で議員の資質向上、それから、政策能力

の向上ということで任意と法的な研究会をやっています。任意のものは議員会としてやってい

るのです。というのは、議会の、議員が積み立てをしているお金で講師を頼んだり。この間 19

日もＴＰＰの問題で勉強させていただきました。それを任意でやっているのです。 

私は、自己研さんをして変わった役場を目指すというのは、本当にこうあってほしいし、本

当に職員が自分たちでいろんな勉強をして進んでやってもらいたい。変わっていくのだという

思いはわかるのですが、どうしても。この中の 24 年の一般会計予算の説明資料に新規事業とし

て一番初めに載っているのです。ここにも自己啓発研修事業というふうに載っているのです。

金額はさほどではない 94 万 9,000 円ですから、本当にそのことで役場が変わったら私はすばら

しいことだというふうに思っていましたけど、これは、ずっと今まで予算の歳出の議論をして

きて本当に厳しい中で、本当に一つ一つ積み重ねてやってきているというのはすごくわかった

のです。ただ、ここが気になるのです。職員の心構えや思考習慣をより前向きにプラス思考に

促し、新たな視点と広い視野を持って町民サービスに積極的に取り組むなど、組織全体を活性

化させるためにやっていくということなのです。自分たち議員とまた立場が違うのかもしれま

せんけれども、議員が議員として活動させてくださいと選挙の場を経ます。そして当選したと

きには、済みません議員としてどうやっていいか自分たちの資質向上のために税金を使って勉

強させてください。とは言えないと私は思います。自分に当てはめたときに。 

私は、視察はどんどんすべきだと思っています。先進地を見てきて、それを町に生かすとい

うことは、大いにやるべきだというふうに思っています。ただ、このことだけは何かすとんと

落ちないのです。町民に聞かれたときに、町民の税金を使って役場の職員のサービスを向上す

るために、勉強するのにお金を使うのと言われたときに、私はそうだとすっと言えないという。

これは私だけかもしれません。ただ、落ちないから私がこうやって時間を使って質問するのは

申しわけないのですが、何かすっとこないのです。大いにこれはやってほしいという気持ちは

すごくあるのです。それは、自己研さんは自分ではないかと、それが抜けないからちょっと最

初に質問したのですけど、その辺もう一度ちょっとお考えを伺いたいというふうに思います。 

○委員長（小西秀延君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 自己研修は自己研修で個人やっているのです。書物を買った

り、そういうことでやっています。これは自己啓発という形になっていると思うのですが、例

えば、これで職員のモチベーションを上げていきましょうという、こういうことなのです。そ

のためには、何でモチベーションを上げる必要があるのかというふうに今自治体で問われてい
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るわけです。逆にいうと、今、自治体間競争がどういう発想を持って職員がその業務にあたる

かというのが非常に重要視されてきています。そういったことで、これはグループを組んでそ

の職員同士で話しながら研修をして、そのいわゆるきっかけづくりというか、そういったこと

を発想していくという研修なのです。ですので、そういった意味で、ここで新たに研修費用を

設けてきていると。それで、モチベーションを高めることによって新たにやはり新しい行政の

発想を持って仕事にあたると、こういうことです。ですから具体的に何をこういうふうにやる

というのではなくて、モチベーションを高めるための研修でございますので、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） ２番、吉田和子委員。 

○２番（吉田和子君） 視察と比較するからおかしいのかもしれませんけれども、議会はそう

いう立場で任意と公的なもの、まちにどういった政策が必要かという課題を取り上げて勉強す

るときは公的でやらせていただいています。全部、両方とも議員の資質向上ともちろんモチベ

ーションを上げていろんなことをしっかり生かしていきたいというのが前提にあるわけです。

だから、その辺でたて分けをしながら本当に行政の施策のことで、だから視察も、私たちは町

長が前に旅費をつくってくださってやったものは全部視察に行かせていただいていますし、そ

ういったことでは使わせていただいているのですが、その視察へ行くといったときも町民の

方々が、やはり視察へ行ったことはしっかりとその後議会の中とか、行政に生かしていってく

ださいという町民の厳しい言葉も懇談会をしたときにありました。だから、私たちはしっかり

報告書も出して、もちろんそれもやるのでしょうけれども、もちろんやり方はいろいろあるの

だと思うのですが、啓発だからいいということなのですね。自己啓発だから、私はちょっと辞

典でちゃんと調べて啓発と、自己研さんというか、自己の研さんとは違うのだという意味なの

か、そういうふうにとらえなさいということなのですね。本当にすみません。私も自分が迷っ

て質問しているのです。本当にこれは町民聞いても納得ができるのかと、そういう迷いがある

から、すきっとこないというか、私たちが予算をとおすということは、町民に説明責任がある

のです。やはり、先ほどもいろんな議論があって、社台の屋根ももっと早くやったらもっとお

金かからなかっただろうとか、全部それは皆さん町民から言われていることなのです。だから、

町民にきちんと説明しなければならない。これも私は、これを取りたてて言う町民はいないの

かもしれませんけれども、でもわかったときにはきちんと説明できるようにしたいと思ってい

るのです。胸を張って、これはこういうことでやるのですと、だから理解してもらいたいと私

も自信を持って言いたいのです。でも、今の段階ではちょっと何となくわかるのですけど、す

ごくわかるのです。本当に変わってもらいたいし、本当にそういう努力をしていただきたいし、

そのための研修なのだということはすごくわかるのですけど、ではそれは自分たちのことでは

ないかと思ってしまうのですけど。 

○委員長（小西秀延君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 多分言われている部分が、いわゆる 111 ページの職員研修経費、こ

の部分と、119 ページである自己啓発研修事業、職員の研修なのですけれども、公約事項とい
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うことで項目出しをさせてもらいました。基本的には、職員の研修経費という中の研修事業計

画の中の一つというような位置づけでとらえてもらえば理解してもらえるのかと思っているの

ですけれども。研修計画の中も、いわゆる研修施設に行って研修する研修もありますし、それ

から単独で専門研修を行う、研修施設ではないところでやるのもあります。それから集団研修

もありますし、個別研修もあります。自己啓発ということでいえば、今までも道の町村会で行

っている研修に自己の経費を持って自発的に行っている研修もあります。それから、研修計画

に基づいて、いわゆる項目別でいえば自己研修といいますか、自己啓発といいますか、そうい

う研修も行っているのはあります。総体的に職員の資質を向上するということでの、この研修

を事業所が職員に対して研修を行うということでいえば、ここで書いている自己啓発、先ほど

ちょっと言葉にこだわりましたけれども、別にこだわる必要はないのかと思っています。啓発

であろうが、研修であろうが、自己研修であろうが。そこの研修の中身でいえば、職員一人一

人の資質を向上する、モチベーションを上げるための研修を新たに研修事業計画の中に入れて、

スキルアップしてもらうというような研修でございますので、今までの研修項目とはまた一つ

違う中身の研修といいますか、そういうものをつけ加えたということで理解してもらえれば、

項目立ては別にしましたけれども、職員の研修という位置づけの中では、同じ職員の資質向上

の研修を今回新たなメニューとしてつけ加えたというふうに理解していただければよろしいか

と思います。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） ちょっと補足させていただきますが、研修には大きく二つの

研修があると思います。吉田委員がおっしゃっているのは専門的な知識、いわゆる法的なもの

だとか、福祉に関するものだとか、それからそういったもろもろの公務員にとって専門的な知

識を修める研修についてはいいですというふうな話なのです。方やもう一方、住民と接する場

合の、いわゆる例えば接遇の研修であるとか、それから労務管理で職員の、いわゆるメンテの

部分の研修であるとか、そういったトータル的な、いわゆる組織を維持するためのコーディネ

ート的な研修と２種類あるということになるわけです。この研修については、今回臨時事業費

で新たな研修を設けたのは、これはどちらかというと処遇であるとか、例えばクレーム処理の

研修であるとか、そういった類の研修なわけです。いわゆる基礎ベースとして職員の能力を高

めていくと、そういったことに対するきっかけづくりというのはやはり必要だと、こういうも

のであります。ですから、職員のスキルアップをすることによって、当然これについては町民

に関連していくわけでございます。そういったことで、この研修についてはぜひ必要性を認め

ていただきたいし、また理解をいただきたいというふうに思ってございます。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑のある方。 

１番、氏家裕治委員。 

○１番（氏家裕治君） １番、氏家です。129 ページの移住定住促進事業についてちょっと聞

いておくのを忘れたものですから、聞かせていただきたいと思います。これは移住促進だけで
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はなくて、商業観光活性化事業という部分にもつながっていく話なのかと私はずっと思ってい

るものですから、当初は商工振興会等々との連携だとかいろいろな部分で、この移住定住の促

進事業が進められてきたという過程もあると思います。現在、この事業がどういった経過を示

しながら進んでいるのか。そこの確認をちょっとさせていただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 移住定住事業ですが、スタートラインは平成 18 年で、おため

し暮らしからスタートしてございます。それで、最近の 23 年度の事業内容ですと、北海道の暮

らしフェア・イン大阪だとか、名古屋だとか、そういったところにＰＲ活動をさせていただい

て、そして移住のこの民間と、それから役場が組織する協議会がございまして、その協議会が

主体的にそういったＰＲ活動を行っているということでございます。そして実績につきまして

は、平成 18 年からの累計では完全移住が 42 世帯 85 名と、それから２地域の居住が、例えば夏

場は白老で過ごして寒さの厳しい冬場は本州のほうに戻るといった、そういう２地域居住 27

世帯 49 名、それとちょっと暮らしというのが 86 世帯 183 名という実績でございます。移住定

住につきましては、特にちょっと暮らしについてはかなり滞在している期間も長くて、地元に

落とすお金も非常に大きく経済効果はある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） １番、氏家裕治委員。 

○１番（氏家裕治君） １番、氏家です。18 年からスタートした、この移住定住促進事業です

けど、当初は商工連携のもと地域の活性化も含めて、すごく熱い思いで始められた事業だった

ように私は記憶しているのです。最近の状況を見ますと、これが町民の中にこうなかなか表に

出てこないような事業になってしまったような気がしているのです。私だけかもしれません。

最近クローズアップされている伊達市の取り組みだとかが、例えば東日本大震災のそういった

避難をされている方々の技術、向こうのイチゴ栽培なんかの技術を、市で大きな予算を立てて

地元の企業起こしといいますか、そういったものに役立っていただきながら雇用にもつながる

ような、そうした移住定住の考え方を示している地域があります。平成 18 年から始められた、

この白老町の移住定住促進事業も、ただやっていればいいというだけの事業になってしまって

いるとすれば、そんな話ではないのかもしれないけれども、でもなかなかそういう姿が見えて

こないというのは、もう少し違った形の中でもこの事業自体を見直す時期にもうきているので

はないかと思うのですけれども、その辺の考え方についてお伺いしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 伊達市の場合は、今例にあげられた部分につきましては、姉

妹都市の亘理の方がイチゴの栽培ということで、たまたまそういうような適地が伊達にあった

ということで、そういうつながりになったと。方向性としては、伊達はそういう方向性で方針

を持っているかどうかちょっとわかりませんが、本町としましては実はこのちょっと暮らしに

しても、それから２地域にしても、完全移住にしても、結構数字が上がってきているのです。

そして、例えば旭化成団地の中古住宅を購入すると。そうすると、購入するとまずカーテンだ
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とか、それだとか壁紙の張りかえだとかいろんな部分が即、地元の建築屋さんだとか、設備屋

さんにはね返ってくるのです。ですから、そういった効果を考えると今までやっている事業、

この継続については何も方向を変える必要はないかと思っております。ただ、ＰＲする対象だ

とか、その辺をもう少しいろんな情報網を駆使してやるだとか、あるいはホームページや何か

ももう少し手厚くする。 

今一番困っているのは、やはり物件のストック。これがやはりいい物件というのは本当にわ

ずかな短時間で右から左にいくのです。残っているのがやはり物凄く高いだとか、古いだとか、

そういうのが残っておりまして、その物件を探すのが今非常に大変なところにきているところ

なのです。何年かに一度ぐらいずつローラ作戦をしてストックをためるのですが、それがまた

減っていって、減ったらまたローラ作戦で、またストックをふやすというようなやり方をやっ

ているのですけれども、そこが今課題になっております。 

今この移住定住で最初皆さんと、民間の方と一緒に立ち上げた、このやり方について異論は

実は何も出ていないのです。こういう方向でいきましょうということになっているのが現状で

ございますので、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。 

○１番（氏家裕治君） １番、氏家です。この事業自体の継続については、私も全然異論はな

いのです。ただ、中身の充実です。この中身の充実については、例えば前回から商業だとか、

観光活性化事業だとかのお話も出ていましたけど、そういった、例えば温泉の効能だとか、こ

れからの最終の高齢化してきたときに温泉の、そういったものについての効能なんかをしっか

りアピールしながらの移住定住につなげてきているというのは十分承知の上でお話ししていま

すけれども、さらなるそういった食、それから温泉、そういったもののアピールの仕方もやは

りもっともっと充実させていく方法というのがまだまだあるのではないかと思うのです。白老

町の地の利をもっともっとアピールする方法があるような気がしてならない。そして、この商

業振興会等々との連携の中で地域のさらなる活性化も、やはりこういったところで生まれてく

る可能性がまだまだ秘められているような気がしてならないので、さらなる充実を求めていき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（小西秀延君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） これは、スタートラインについては私が担当していまして、

それでもうあちこちを駆け巡った記憶がございます。物件の掘り起こしだとかＰＲ活動だとか、

あちこち走り回りました。本町はやはり温泉があるということで非常に、そして雪が少ない、

寒暖の差が非常に小さい、それから千歳に近い、フェリーターミナルに近い、札幌に近い、も

う本当にやればやるほどどんどん実は来るのが実態なのです。ところが、物件が追いつかない

という、今そういうことがありまして、その辺との兼ね合いなのです。今専従の職員、臨時職

員で対応していますが、本当に女性職員一生懸命やって、毎年ランキングは道内でも大体 10

位以内に入るというような、そういう実績を誇っています。ですから、本当に氏家委員が言う

ように、これは充実をより一層図ればかなりの人たちが白老に目を向いて、そしておためし暮
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らしだとか、あるいはそれが完全移住にもつながる、これは成果として間違いないと思います。

問題は物件、それと諸条件としてやはり若干の雇用も、これを求めるという部分があります。

そこの部分、物件と若干の雇用も求める、この部分が今ちょっと課題になっているかと思って

おりますので、その辺リタイヤした方々で本当にお金があって、そして意欲のある方、そうい

う方に移住してきてもらうということで、さらなる充実は今の課題を見据えた中で図っていき

たいとこのように思っているところでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑をお持ちの方。 

４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。279 ページの食育センターの関係で、建てる場所の

問題で代表質問をやったのだからいいのだけど、実際は基本設計の中で地震対策は当然防災だ

からやられるのだろうけれども、津波の対策はどれぐらいまでの対策をこの基本設計の中で考

えてやられるのか。これだけはやはりちょっと聞いておきたいというふうに思いますので、ま

ずこの１点。 

それともう１点、私も実は今質問しようかしないか随分考えていたのですけど、先ほど研修

のことで同僚委員がお尋ねをしました。中身はわかりました。ただ、これは戸田町長にちょっ

と聞きたいのです。だめならだめでいいですが。民間目線という意味。私は実は大昭和に 40

年弱勤めていました。全部とはいいませんけど、研修というのはほとんど自分でやらなければ

いけないというのが民間の会社でございます。ただ、研修をやるときに残業をつけてくれる、

ちゃんと残業をつけてお金をもらえますから。そういう事実があります。しかし、本を買うの

も、もちろん先ほど言ったからわかりましたが、本を買うのも、講習を受けるのも、修了証書

を受けるのも、全部自分のお金でございます。以前、今もそうかもしれません。以前は役場の

中でも自主的に随分夜、それがいいかどうかは別です。サークルみたいなので勉強会をやられ

ていた。私もそこの講師に呼ばれたことが実はあるから、実際に体験していますから言うので

す。仕事が終わってからかなり熱い議論を、インスタントラーメンを食べながらやる。お茶一

杯、コーヒー買ってきてからやるというのを私も何回か経験しております。そういうことでい

うと、別にお金を出してはいけないとかそういうことではなくて、民間目線というのはこうい

うことでいえば、具体的でなくていいです。どこかが違わないと民間目線とは言わないのです。

同じだったら公務員の目線なのです。そこら辺だけ。研修の中身で言っていることはわかりま

したから、そこら辺だけ私はどうもすとんとこないのです。だから、思っている範囲で結構で

す。全然私の答弁と違っても構いません。ただ、民間目線というのは何なのかというあたりが

きちんとしていかないと、せっかく町長が自分の思いでやろうとしているものが、悪い意味で

はないです。公務員カラーになってしまう。だめでないのかもしれませんけど、公務員カラー

になってしまうのではないかというふうに思うわけです。だから、そこら辺の思いだけは一度

は聞いておかなければいけないと思いまして、決して、公務員の方々が答えたものが違うと、

町長も特別公務員ですし、副町長も特別公務員ですから、私も特別公務員ですけれども、決し

てそんな意味ではなくて、そこら辺はやはり町民は思うところなのです。町民は。だから、そ
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こら辺の考え方だけ、あれば聞きたいということであります。 

○委員長（小西秀延君） 渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君） 食育推進センターの基本設計にかかわって、津波対策等で今の設

置場所がどうなのかということをきちんと検討しているかということだと思うのですが、あそ

この場所が現在６メートルというようなところであります。実際に、ではどれぐらいの津波が

くるのかというところにつきましては、代表質問の中でもお答えをしておりますが、津波浸水

予想図、その辺のところが出ないと具体的な数字というのが、こちらとしても押さえられない

状況にあります。ですので、例えば今６メートルで、では 10 メートルという予想が出て、では

10 メートルだったら大丈夫だというようなところについては、これはちょっと今後その予想図

も含めて、こちらとしては検討させていただきたい。ただ、現状の中では、今の高さが不足で

あれば、当然そこのところについてはかさ上げをするなりの、こちらとしての手だては考えて

いかなければならないというふうに思っております。 

○委員長（小西秀延君） 戸田町長。 

○町長（戸田安彦君） 民間感覚のお話をさせていただきます。吉田委員もすとんとしないと

ころもあるというお話なのですが、これはちょっと私の経験の感覚でありますので、一致しな

いところもあると思います。今回、研修のお話がされたのでちょっと研修のお話をさせていた

だきますが、先ほど大渕委員は会社勤めのときに自分で自腹をきって研修を受けていたという

お話もありました。それが一番望ましいと思います。ただ、私の感覚としましては、費用対効

果を考えたときに、会社がお金を払う、行政がお金を払って研修を受けて、それがフィードバ

ックして、その金額以上のフィードバックがあればいいと思いますので、どちらからお金を払

ってもいいという考えであります。自分のためにお金を払って研修するのもいいですし、会社

が社員のため、役場が職員のためにお金を払って研修を受けるのもいいと思っております。 

公務員カラーのお話も出たのですが、私ももう公務員になっておりますので、これから民間

感覚を入れたカラーになるのですけど、そのためにも私は変わった役場を町民にお示しするた

めにも、私も受けているこのプログラムの研修を職員にも受けていただいて、これは単年度で

はなくて、私の任期中ずっとやりたいと考えております。お金の話もしますが、実は本当はも

っともっといっぱいかかるのです。何百万も、1,000 万円もかかるところをグループの行政に

合わせた研修プログラムを講師にお願いをして、そこは民間の企業でありますので、このぐら

いの予算の中でというところで精一杯やってもらうつもりであります。これはなかなか普通の

企業と違って評価というのは難しいところであります。企業であれば利益が何ぼ上がったとか

という評価ができるのですが、行政はその利益を追求するところではないので、何が評価かと

いうと町民にどれだけサービスが充実できたか。または議会も通して、役場の管理職も通して、

その研修を受けた人たちが評価を受ける。それが、この研修の結果だと思っておりますので、

まずこの研修を受けて職員が気持ちも目の色も変わって職務に全うすることを私は期待をして

おりますし、このプログラムがその期待に沿えるプログラムだと確信をしておりますので、私

の思いとしてはそういう形で研修プログラムをぜひ遂行していただきたいと思っております。 
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○委員長（小西秀延君） ４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。町長のお話はわかりました。先ほど聞いたのはこう

いうことなのです。基本設計をつくるのでしょう。つくるときに、実施設計で変えられるとい

ったら変えられるのかもしれないのだけれども、私が言っているのは、やはり少なくても防災

機能を兼ね備えるのであれば、やはり何メートルの津波に耐えられるものを、６メートルなら

６メートルでもいいのです。それはそれでまた議論になるわけだから。ただ、そういうことが

ないのですかと。なくて基本設計つくるとしたらどんな基本設計なのだろうとなるでしょう。

私が聞いているのはそういうことを聞いているのです。だから、それはまだこの後、そこのと

ころはきちんとつくって、その後基本設計のときにやるのだと。それとも基本設計はこうやっ

てつくるけど、実施設計で変えるのだと、そういうのだったらいいのだけど。６メートルだと

いうことであれば６メートルだけでやるのかというふうになるでしょう。そういうことを聞い

ているのです。私が聞いているのは。そこのところだけなのです。 

○委員長（小西秀延君） 渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君） 基本設計、現状の中では当然、防災、それから食育の機能をとい

うことで全体の基本的なものを今設計しますということですので、そこのところに今の津波で

あったり、災害であったりという、そこのところまでも付加する中での設計というところまで

は至っておりません。ですので、基本設計をつくり、その後当然説明もし、それから実施設計

と進めていく中までに、先日お話ししましたように津波の浸水予想図等が出てくるというスケ

ジュール的に、そこのところをまた視野に入れながら検討はしていかなければならないという

ふうに思っております。 

○委員長（小西秀延君） ４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。くどいようですけど、例えば東北でつくるときに 10

メートル以上のものをつくります。今つくるとしたら。間違いなくつくります。だから、防災

機能を兼ね備えるという中で、あそこの高さが６メートルで、ほかのところと同じ建物をつく

ったら防災機能にはならないのではないかと私は思います。だから、基本的にそういうことが

ない中で、例えば防災機能を含めた食育センターをつくるというのは、基本設計の段階で、少

なくてもそれぐらいのことはやはり考えておかないとだめなのではないかと思うのですけど、

違いますか。 

○委員長（小西秀延君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 現状の防災計画では、津波の想定というのは２メートルちょ

っとです。今の防災計画では。今の国道が走っているところは５メートルありますということ

で、現状では津波に対応する高さという部分については工業団地ですか、想定されているとこ

ろについてはこれを満たしている状況にあるわけです。ところが、今言われている津波が浸水

予想図の中でどのぐらい設定されるかというのが未知数なのです。中身でどれほど高さが出て

くるかというのがまだはっきりわからない状況。まだ情報的には漏れてきていませんので、こ

この想定が難しいという、こういうことです。ですから、そこのところの防災機能を持たせる
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という意味は、今津波の高さに対してその建物が持ちこたえられるか、持ちこたえられないか。

いわゆる津波の想定の高さ以上の平地に建てる分にやれば、これは、問題は全然ないわけです。

そこのところを見させていただくためには、浸水予想図が必要ではないかということでござい

ます。それをもとにして、ではどうするのという部分が具体的には出てくると思います。浸水

予想図は従前３月の末日ぐらいに出ますと、こういうことを言っていましたが、若干遅れるみ

たいだと、１カ月ぐらい遅れてくるのかというふうにみていますが、それを待ったとしても、

今基本設計をやっている段階では十分対応が可能かというふうに思いますので、もうしばらく

お待ちになっ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） ほかに質疑をお持ちの方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

これで、歳出がすべて終了いたしました。 

                                         

    ◎散会の宣告 

○委員長（小西秀延君） お諮りいたします。 

本日の会議はこの程度にとどめ散会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） ご異議なしと認めます。 

よって、本日はこれをもって散会することに決定いたしました。 

なお、明日の３月 23 日の委員会は午前 10 時より開催いたしますので、ご承知願います 

本日はこれをもって散会いたします。 

（午後 ４時４３分）  


