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          平成１２年決算審査特別委員会 

平成１２年１１月１４日（火） 

   開  会  午前 １０時００分 

   閉  会  午後 １６時２２分 

 

○付託案件○付託案件○付託案件○付託案件     

① 認定第１号  平成１１年度白老町各会計歳入歳出決算認定について  

② 認定第２号  平成１１年度白老町水道事業会計決算認定について 

③ 認定第３号  平成１１年度白老町立国民健康保険病院事業会計決算認定について 

④ 報告第１号  平成１１年度白老町各会計歳入歳出決算に関する附属書類の提出につ

いて 

⑤ 報告第２号  平成１１年度白老町水道事業会計決算に関する附属書類の提出につい

て 

⑥ 報告第３号  平成１１年度白老町立国民健康保険病院事業会計決算に関する附属書

類の提出について 

 

○会議に付した事件○会議に付した事件○会議に付した事件○会議に付した事件  

日程第１ 水道課～水道事業会計 

日程第２ 都市整備課～土木費 

日程第３ 港湾課～土木費、臨海部土地造成事業特別会計 

日程第４ 産業経済課農業委員会～労働費、農林水産費、商工費、工業団地造成特別会計 

 

○出席委員（９名）○出席委員（９名）○出席委員（９名）○出席委員（９名）     

委員長 加 藤 正 恭 君     副委員長 野 村 茂 樹 君 

    根 本 道 明 君          近 藤   守 君 

    吉 田 和 子 君          玉 井 昭 一 君 

    斉 藤 征 信 君          宗 像   脩 君 

議長  高 田 寅 雄 君 

 

○職務のため出席した者の職氏名○職務のため出席した者の職氏名○職務のため出席した者の職氏名○職務のため出席した者の職氏名     

     事務局長      山 崎 宏 一 君 

     事務局主幹     上坊寺 博 之 君 

 

○説明のため出席した者の職氏名○説明のため出席した者の職氏名○説明のため出席した者の職氏名○説明のため出席した者の職氏名     

     助役        今 野 邦 紀 君 
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     水道課長      山 本 淳 一 君 

     業務係長      鈴 木 麗 子 君 

     都市整備課長    三 戸 功 二 君 

     都市整備課主幹   目 時 廣 行 君 

     都市整備課主幹   高 畠   章 君 

     住宅係長      菅 原 雅 春 君 

     港湾課長      松 井 俊 明 君 

     港湾課主幹     後 藤 光 雄 君 

     振興係主事     三 上 裕 志 君 

     産業経済課長    飴 谷 長 蔵 君 

     産業経済課参事   辻   昌 秀 君 

     農業委員会事務局長 香 西 哲 也 君 

     産業経済課主幹   和 野 敏 夫 君 

     産業経済課主幹   高 橋 祐 二 君 

     水産係長      辻   正 則 君 

     農林緑化係長    橋 本 伸 二 君 

     経済振興係長    上 村 幹 康 君 

     商工振興係長    石 井 和 彦 君 

     出納室長      門 田 雅 芳 君 
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                 ◎開会の宣告 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君） それでは、１１年度の決算審査特別委員会を開催いたします。１０

時から１１時頃まで、水道課でございます。どうぞよろしくお願いいたしたいと思います。各

課長さんにも事務局のほうから連絡が行っていることなんですけれども、主要施策、水道の場

合は決算書に基づいてですね、約１０分程度、ポイント、ポイントの御説明をいただいてです

ね、後の残りの時間を質疑のほうに回したいと、このようにして進めていきたいと思いますの

で、どうぞよろしくお願いいたしたいと思います。それでは早速、水道課長のほうから、御説

明をお願いしたいと思います。 

○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）    大変申し訳ございません。説明の前に決算書の６ページ、よろし

いでしょうか。下から８行目になります。中ほどの未収繰越４７．１とあるのを４９．６に、

合計が９３．９とあるのを９４．２、それから、徴収率隣り計として、前年対比１．２とある

のを１．５ということで、御訂正願いたいと思います。大変申し訳ございません。 

 それでは、ちょっと飛びますけれども、１１ページの業務のところをお開き願いたいと思い

ます。この中の業務実績の中で、若干御説明をしたいと思います。今、行政区域内人口につき

ましては、御承知の通り、２万２３２２人ということで、うちのそれに対する計画給水人口が

２万７３００人の給水能力を持っております。現在の給水人口、ここに書いてあります通り、

２万１７３９人ということで、普及率については、９８．３ということでございます。年間給

水量２６４万１０００ｔのうち、お金のもらえる有水水量と言いますか、これが２１８万２９

６３ｔとういことになります。 

 戻りまして、経営状況に入りますけれど、決算書の６ページに、事業報告の中で詳しく述べ

ておりますので、私からは 3 ページ、５ページにかけて、簡略に申し上げていきたいと思いま

す。まず、3 ぺ―ジでございますけれど、経営収益、これは営業収益と営業外収益になります

けれど、それをプラスしたものが４億４９９７万６３８７円ということで、経常費用につきま

しては、営業費用、プラス営業外費用、これが経常費用になりますけれども、４億１３９１万

７６２円と、差し引き、経常利益につきましては３６６６万５６２５円ということになります。

前年に比較いたしますと、１０００万６９１６円の増となりますけれども、この中で、特別損

失がございますので、３７７万７５３４円がございます。これを経常利益に増減いたしますと、

当年度の純利益３２２８万８０９１円ということになります。さらに、前年度の繰越余剰金、

これが１億５２２５万６１４２円ございますので、当年度末の処分利益余剰金につきましては、

１億８４５４万４２３３円ということになるものでございます。また、営業収益につきまして

は、４億３７１４万６９５５円、対営業費用比率につきましては１３４．２％ということで、

前年比より、６．６％の増加ということになります。 

 そこで、財政状況でございますけれど、４ページになりますけれども、貸借対照表にお示し

の通りであります。資産総額につきましては、３８億２９万４５０３円、前年に比較いたしま

すと、５９１６万８９３円の増となっております。これにつきましては、主に有形固定資産の
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配水管の整備工事、および流動資産の現金預金の増加によるものでございます。５ページの負

債総額でございますけれども、負債総額は、３３４５万６１１４円ということで、前年度に比

較いたしますと、４６０万８８６５円の減少となっているものでございます。主なものにつき

ましては、流動負債で、前受け金の減少によるものということになります。それで、資本総額

につきましては、３７億６６８３万８３８９円ということで、前年に比較いたしますと、６３

７６万９７５８円の増ということで、主なものは、自己資本金および資本余剰金の増加による

ものでございます。資本的収支、資本でございますけれども、資本収入につきましては、９７

０３万７９９５円ということで、前年に比較いたしますと、４４０万１００５円の減少となっ

ております。この主なものにつきましては、建設改良費の減少によるものが主なものというこ

とになります。そういうことで、水道事業経営につきましては、健全財政のための経費節減、

給水収益、受託工事収益等の有効財政運営の努力をいたしておるところでございます。そうい

ったことで、３２２８万８０９１円の当年度純利益を生じたというところでありますけれども、

今後も清潔で低廉な水の供給に加えて、美味しい水の提供に努力していきたいと。また、未収

金解消対策等、一層の努力を重ねて経営の健全育成の確保に努めて参りたいと、こう思ってお

ります。以上でございます。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    今、課長のほうから、水道事業の内容についての一通りの数字的な

問題も含めて、説明があったわけでありますが、委員さんから色々な角度からの御質問があれ

ばどうぞ。はい、野村委員どうぞ。 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）  水道事業会計については、ここ数年、健全経営をやっておられる

ようでありまして、相当、内部的にも、ここ文章にも書いておりますように、効果的な事業を

通して、あるいは事業展開をやっておられるんだろうと思うんですが、その結果、常に計上利

益では黒字を出していると。平成１１年度の純利益として３２２８万円出ているわけですけれ

ど、その中で、要するに、事業として、経営としてですね、どういう努力をされで増益になっ

ているの。要するに、内部努力による増益、あるいは営業利益の要因ですね、その辺が、分析

されておられれば、一つ教えていただきたいなあと。それが第１点。それから、繰越余剰利益

があるわけですね。当年度未収分利益余剰金が１億８０００万ほどあるんですけれど、これを

どのように運用されているのか、その辺をちょっと教えていただきたいなと思います。以上２

点。 

○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君） 経営状況について、黒字になったものについては内部努力なのか、

営業努力なのか、その辺のことだと思いますけれども、これにつきましては、当初、事業計画

していた工事が補助金がらみで先延ばしになったとか、そういったものもありますし、主なも

のはだいたい人件費です。人件費が今までは場長専任でおりましたけれども、場長兼務という

ことでおりますので、人員も減っております。１名減っております。それが一番大きな要因に

なってきております。正職員３名で運営しておりましたけれども、今は正職員１名と嘱託職員、

これは日曜、通常合わせて３名、全部で４名かかえておりますけれども、そういった状況の中
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で、余剰金というか、プラスに転換していったというのが大きな要因でございます。 

 それから、余剰金の運用につきましては、これは何回か議会の中でも、言っておりますけれ

ども、３条予算４条予算ということでありますけれども、３条予算につきましては、あくまで

も水道料金の中での預金、あとは４条予算は工事関係、これが４条予算ということになります。

どうしても、収入より支出のほうが４条のほうが大きく、ふくらんでおります。ふくらんでき

ますので、そういった事業費の中に、この余剰金を入れるという形になっております。以上で

ございます。 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）    営業収益の中にですね、下水道課から委託料として収入されてい

る部分、約１２４０万あるわけですね。これは営業外収益の雑収入の中に入っておられるので

すか。１２ページの雑収益、平成１１年度１２１３万６０００円になりますか。昨日も下水道

課の話によりますと、委託されているもの一件につき１８５円で、水道課受けておられるので

すね。で、１１年度の実績は６万７０４４件というような、確かそういうような話あったんで

すよ。そうすると、１２４０万程が委託料として下水道課から入ると。若干数字が違うのはな

ぜかなと。 

○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）    ちょっと件数のやつ、資料持ってきておりませんけれども、今、

野村委員さんがおっしゃられた、その１８５円というのは、一件当たり１８５円というのは間

違いございません。それに対する、この１２８２万というのは、あ、１２３６万というのは、

今の下水道の徴収、代替徴収やっておりますので、それの収益と、それから預金利息もこの中

に入ってきますので、その中で数字が若干違うのかなあということでございます。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    いいですか。その数字的なことは、後でもう１回。 

○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）いや、はっきり出たものがありますので。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）後で、したら教えてください。はい、ほかにどなたか。はい、吉田委

員どうぞ 

○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君） ２点伺いたいと思います。昨日も会計監査のほうから報告ありまして、

徴収率がかなり、色々な面で下がってる中で、水道課においては、１．５％の前年比ですけれ

ども、１．５％増になっているということで、大変な努力をされたんではないかなと思います

けれども。何がこのプラスにつながったのかということを、何がつながったのかというふうに

考えておられるのか、その点、１点と。それから、営業的収入がかなり出ているということな

んですが、職員に関する事項、先程説明がありましたが、定数が１３名になっておりますよね。

今の説明で、職員、工場、水源地のほうの職員を減らしているということもありましたけれど

も、水道課というのは町民、各家庭とも色々なトラブルというか、水道のトラブルがあって、

個別対応もかなりいろんな面であるんではないかなあというふうに思うんですが、職員が現時

点で定数より２名減っているということで、職員の対応とかに行き届かない面とかそういう面

が今のところ出てきていないのかどうなのか。その点伺いたいと思います。 

○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君） 収納率の増の要因でごさいますが、これはあくまでも、業務担当
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のほうと、徴収要員、今３名うちで嘱託かかえております。現年度分につきましては、我々色々

対応しておいますが、どうしても滞繰が出てきます。そういった滞繰につきまして、個別徴収

等を行ない、毎週それに対する我々とのチェックをしながら徴収していますので、その中には、

停水だとか、そういったものの対応も含めて、厳しくやっているのかなと我々も思っておりま

すけれども、そういったものが増の要因になっているのかなあということでございます。それ

と、色々とそれに対する個別の苦情だとか、いろんなこと、対応ありますけれども、今１３名

から人数減ったから対応が少なくなった、まずくなったということではなく、それは浄水場の

ほうは正職員は減になっておりますけれども、こっちのほうの担当の業務のほうにつきまして

は、正規の職員で順次対応しておりますので、そういったことの心配は今のところはないかな

というふうに思っております。 

○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）    あと２点伺いたいと思います。停水の件数はどれくらいあるのかとい

うことと、嘱託職員、臨時職員ですか、徴収のほうが３名ということなんですが、これは平成

１１年度が３名で、これは１０年度より増えているのかどうなのか、ちょっと教えていただき

たいと思います。 

○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君） 停水でございますけれども、今までも１００件、２００件という

ことでやってきております。１１年度につきましては、予告が１６７件、通告が５６件、合わ

せて２２３件の通告をしております。そのうち停水に至ったのは１２８件ということになりま

す。その停水後、誓約書を交わしまして、分割納付なり、そういったことでの納入をしていた

だいておると。先程言いましたね。そういったものも、要因の中に、増の要因の中に入ってき

ているわけです。それから嘱託の人数でございますけれども、この５、６年、３名、平成８年

から３名でずっときております。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    よろしいですか。ほかにどなたか。はい、斉藤委員どうぞ。 

○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）    一つ伺いたいんですが。給水区域内の人口が２万２０００人ある中で、

せっかく給水区域にいながら給水を受けられていない人が２万１７３９人、３００人ちょっと

給水受けていないんですね。この理由というのは何かあるんですか。それと、そうすると先程

話に出ましたけれども、下水道も２０～３０％の値上げをしなければやっていけないというよ

うな答申があったという話ですけれども、上水道の場合も値上げというのは、当分考えなくて

もいいということなんでしょうか。 

○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君） この給水内人口、おっしゃられるように、水道が行き渡っていな

いところはございます。その要因につきましては、戸数もそうでございますけれども、要する

に公道、公の道路がなくて通れないといったのが、だいたい主な要因でございます。場所的に

言いますと、今一番近いところで、ハリマ化成の裏辺りから萩野寄りに何軒かこう住宅建って

おりますけれども、あの辺だとか、社台のほうに行きますと、社台はだいたい網羅しておりま

すね。後は、何軒かあります。ありますけれども、今言った要因については、あくまでも公の

道路がなくて敷設ができないと。そういったのが本当の要因でございます。 
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 それと、下水道の値上げの話の中から、上水道の考えられないかということですけれど、先

程も言いましたように、本当に喜ばしいのかどうかわかりませんけれど、今のところ黒字経営

している中で、上水道を値上げするという、それこそ要因がないものですから、これが何か大

きな突発的な工事が始まるだとか、増設だとか、そういったものが出てきますと、当然、地域

住民の方にお願いして、値上げということも考えられますけれど、今のところ１１年、１２年

度予算で、計上させていただきました浄水場の老朽度調査やっている最中でございますので、

その後どういうような状態で出てくるかどうかはわかりませんけれども、今のところは値上げ

をしないでこのままの状態でいけるのかなというふうには考えております。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君） よろしいですね。ほかにどなたかどうぞ。はい、宗像委員どうぞ。 

○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）    先程、停水、水を止めることですね、それの数字は聞きましたけれども、

最終的にその１２８件停止したということなんですけれども、別に１２８全部知りたいわけで

はないですけれど、最終的にはみんなどうなんでしょう。払って解決しているのか。いや、そ

れとも払わないものですから、今なお水を送っていないんだよといったような状況にあるのか、

その辺りをもうちょっと詳しくお聞きしたいと思います。もう１点ですけれども、昨日、下水

道料金のことであったものですから、担当の者に聞いてみましたら、下水道料金はそれぞれ北

海道内、それぞれの土地で市町村によって金額が違うわけですけれども、だいたい下水道料金

見てみますと、札幌が一番安くて、白老はどのくらいかというと、だいたい真ん中くらいにあ

るとわかったんですけれども、水道料のほうもだいたいそれと同じ位になるのかなと思いなが

ら、だいたいで結構なんですけれど、全道でどのくらいにあるのかと思いまして。以上。 

○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）    停水につきましては、１１年度は先程、数字でお示しした通りで

ございますけれども、停水の後、誓約書を交わして、はっきり言いますと、何１０万単位のと

ころもありますので、一括ということは無理でございますので、それについては分割納付、あ

くまでも何１０万あっても、その月その月、毎月新しいのが発生してきますので、まず当面は

新しいのを入れて、それプラス滞納分の、その停水分のその分をプラスして納めてもらう。そ

ういう状況でお願いして、誓約書は交わしてあります。その中で、何軒かは、これは私行って

すぐやった仕事なんですけれど、停水やって、今のところは何件かは停水のままのところはあ

ります。それは本人も私、直接会っていますので、了解してわかったと、停めてもいいという

ことの中で停水をしたままの状況の中は、何軒かございます。 

 それから、水道料金の全道平均でございますね。全道平均につきましては、今資料あります

ので、皆さんにお配りしたいと思います。一番新しいやつがあります。 

○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）    今朝も苫民かなんかの読者覧のほうに出ていたんですけれど、基本料金

のことなんですけれど、確か私の記憶では、一般家庭での基本料金は１０立米までだったでし

ょうか。使っても使わなくても基本料金としてこれだけ納めてもらいますというのがあります

よね。その基本料金の量というのは、確か１０だと思うんですけれども、それは白老で決めれ

るのですか。それともどっかで決めたのに右ならいするのですか。まず、それ。 
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○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君） 水道料金の量、これを単独で決めれるのかどうかということ。こ

れは単独で決定できます。ただ、うちの場合は、基本料金は８立米で計算しております。ただ、

水道協会の基準が１０立米なものですから、色々な表だとか、色々な出回っているものについ

ては、１０立米の金額で載っておりますので、白老町としては基本料金としては８立米という

ことで、今やっております。 

○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君） 先に資料の請求をしておけばよかったんですけれども、今、急ですから

出ないかなあと思いながら、言うわけですけれども、８立米まで到達しない、白老の場合です

ね、その一戸分の使用量が８まで到達しないというのが、どのくらいあるんですか。出ません

か。 

○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君） 出ます。すぐ出ますから。 

○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）    というのはですね。８というのは白老で決めれるわけですよね。という

のは、例えば、独身の人で、今コンビニもありますし、だから、本当に朝起きて夜寝るまで水

道の水をほとんど使わないという人も、ほとんどといっても、多少はまあ、使いますけれども、

本当に月に２から、３、４くらいで十分間に合っているんだという人も、たまたま聞くもので

すから。そんなことで、この基本料金というものをゼロから８というのではなくて、もっと小

刻みにすることは、やっぱり不可能なのかどうなのかということを、ちょっとお伺いしたいと

思います。 

○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君） まず、資料のほう、来ましたので、先程の全道平均、ここで上水

道と簡易水道に分かれております。まあ、市、３４市については、全部上水道ということで、

黒くつぶしているところが胆振管内の料金でございます。そこで、白老町については、７７町

村のうち、７７町村というより、組合方式で、広域でやっているところもありますんで、８０

か８０何件くらいになります。ただ、合併されていますんで、一件という形でとらえてはおり

ますけれども、それでいきますと、７０のうち、うちは４０、上水道の町村の中では、これは

あくまでも１０立米の計算をしておりますから、４３番目という形になります。まあ、高いと

ころについては、この表にありますように、鵡川で２４３０円、それから、簡易水道にいきま

すと、早来はもう全道のトップ、２９７０円、穂別で２８９０円と。厚真で２４２０円、とい

うことで、あくまでもこれは市街地の形成状況によるものが大きいですね。これを見ますと、

たまたま苫小牧から引っ越して来られて、白老町に住んで、苫小牧の場合は２ヶ月の一遍とい

うことで徴収しているようですけれど、高いんでないかという苦情、お叱り等は出ますけれど

もね、これはこういう理由でこうなっているということで御理解はいただいているつもりでい

ます。 

 それと、基本料金が８立米からまだまだ独身世帯、老人世帯等々、使われていないんで、下

げるつもりはないのかというような趣旨だと思いますか、これについては、下げることによっ

て、後程、件数だとか、１０立米以上、何立米未満、そういったものがありますので、以前に

も議員さんからそういうような御質問がありましてね、こういった理由だということで、表も
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お渡しして御理解いただいたんですけれども。ただ、それを下げることは出来ますけれども、

下げることによって、８立米以上、１０立米以上使っている人に、逆に負担が多くなってくる

という現象が出てくるわけです。そういうのが淘汰されて今の８立米が１０立米より、なんぼ

かでも下げてね、８立米がいいのかなということで、確か苫小牧辺りでも、１０立米のあれで

出ていますけれども、８立米くらいだったと思います。やはり、今の現状のままでもうしばら

く、先程も申しましたように、値上げについては当面、今の状況からいって、値上げはしたく

ないということで、お話ししましたけれども、そういったもろもろの色々な増設だとか、色々

なものが出てきますと、当然こういったものにも手をつけて修正をしていかなければららない

のかなあと思っておりますけれども、今の段階では、８立米が白老町の基本料金としてやって

いきたいなあと、こう思っております。 

○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）    最後なんですけれども、何年か前に、いわゆる老朽管が破裂して、漏水

したとかということも年に何回というとちょっとオーバーですけれども、そういうことも聞い

たんですが、最近あんまりそういうのは聞かないんですけれど、とういうことと。それともう

一つ、ある水道業者さんに聞きましたら、今取り替えている、新しくしているのはものすごく

質が良くて、まず、何十年だったかな、５０年だかもつということから、じゃあ、ほとんど半

永久的に、これはもう故障しないですねと、話したこともあるんですけれど。いわゆる故障の、

平成１１年度のですね、小さいものはいいんですけれども、大きい漏水というものはどのくら

いあったんですか。それから年々、そういう故障の傾向というなは、右下がりになるんですか。  

○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君） 老朽管につきましては、毎年度予算の中で御説明している通り、

５年くらい前、平成６年から、厚生省の補助をいただきまして、更新しております。今年度も

一番大きい生命線であります白老の浄水場から来ている配水管、これ２キロほどの距離を地元

の業者さんに、セメント管から鋳鉄管に取り替えたということで、毎年、予算の範囲内で更新

はしてっておりますけれど、まだまだ全体で、５万４～５０００メーターあったやつがだいた

い半分くらいまでに縮まっておりますので、まだまだトンネルのオープンカット等も合わせな

ければ工事に入れないところもありますので、まだ半分、２万５０００メートルぐらいの老朽

管、セメント管というものは埋設されて使っておりますけれども、それはその年その年の予算

範囲内で、更新はしていくつもりでございます。それと、それに対する漏水でございますけれ

ども、漏水は結構あります。今言われた老朽管ばかりでなく、塩ビの、昔は、塩ビ、糊でくっ

つけてつないでいたんですけれども、やはりそれが弱くてですね、外れて漏水だとか。大きい

んですよね、何百トン、何千トンという、そういう大きいものについての漏水というものはほ

とんどないんです。一般家庭の給水の手前の管からいっただとか、一部はあのう、去年あたり

は２回程、港に下りていく道路ありますね、漁港、登別漁港。あすこの道路が盛った道路なも

のですから、徐々に下がっているような状況なんですね。それで、こう管が引っ張られて外れ

ると。そこから漏水するということが、月に２回ほど続きましてね。まあ、そういったのは、

当初盛土からのあれなもんですから、そういうのはやむを得ないのかなと思っていますけれど
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も。大きい漏水というのは、今のところありません。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    よろしいですか。はい、近藤委員。 

○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）○委員（近藤守君） 今の、突発的な破損事故に関してなんですけれども、実は、今年の春で

すか、うちの町内でも工事屋さんが大きくパイプを、ポールを立てる時のドリルで穴をあけち

ゃって、復旧するまでに５時間か６時間かかったんですけれども、役場の方も来たり、業者の

方も来て、いろいろ奔走してあちこち回って歩いてから、バルブを閉めて最終的に、１度閉め

たやつがまた漏れて、また締め返したということで、かなり時間がかかったんですけれども、

そういう各所の仕切り弁がありますね。そういうことに関しては何年間に１回ですね、その開

閉状況をテストといいますか、やることはやっているんですかどうか。その辺を一つ聞きたい

と。 

○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君） おっしゃる通り、仕切り弁というのは、今の仕切り弁については、

錆だとかそういうもののをなかなか出にくい物を採用して使っていますけれども、早い年度の

時についてはですね、鉄関係の物を、鋳物を使っておりますので、どうしても赤錆が付着して、

そういった、操作したことによって、錆が出るということでご迷惑をかけたりしているけれど

も、年間、色々水のやりとりをやっているものですから、そういったものについては、年に何

回かやっております。ただ、消火栓なんかでも、消防の方については十分熟知してやっておら

れるようですけれども、道路清掃関係で要求あります。そういったときには、消火栓を利用し

てそこから水を取る。そのときに開け閉めの、ゆっくりやるか、徐々にやるか、急激にやるか、

そのあれによって赤錆が出るものですから、その辺は業者のほうには必ず熟練した人を使って

操作をしてくれということで、一部はうちのほうでも立ち会っていますけれども。そういった

仕切り弁、いろんな流出計だとか、あちこちついてありますけれども、そういった点検は十分

にしているつもりです。  

○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）○委員（近藤守君） それでね、その古いやつの更新といいますか、取り替えというのは特に

年次計画ではないですけれど、その辺についてありますか。 

○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君） そういった古い赤錆の発生しやすいような物については、随時更

新していけばよろしいのですけれども、それ一つにしても何十万単位のものなものですから、

なかなか更新できない。それだけで更新するということは出来ませんけれど、そこの色々な管

の更新だとか色々なものに合わせて、そういったものについては、更新をしていっているとい

う状況でございます。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君） 私から２点ちょっとお聞きしたいんだけれども、先程も出ていた利

益、今年度の利益、１１年度３２００万、それから、前年１０年度の累積利益ですね、１億５

千万、合わせて１８億、普通であれば企業会計、公的会計ですからこれ税金取られないんです

がね、民間だったら半分持っていかれるわけですよ、税金でね。ところが、そういうふうにな

っていない。で、私はさっきから値上げ云々の話あるけれど、逆にね、値下げしてもらったほ

うがいいと思うんです、そういうときはね。ま、余剰予算の関係もあるから、内部留保しなけ
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ればならない面もあるということはわかるんだけれども、その辺り、ときには値下げするくら

いのサービスも、ここに書いてある町民のニーズの多様化による質の高いサービスをすると。

儲かったときは下げてあげるようにして。ゆるくないときは上げてもらう。こういうことは必

要だと思うんだけれども、その辺りについての考え方はどうかなと思うんだ。余剰予算の関係

もあるから、そんな簡単にはいかないと思うんだけれどもね。それから、もう一つは２３ペー

ジ、企業債の明細なんだけれどもね、これ見て驚くんですが、１１年度は利息が２．０ですよ。

ところが、大分前から言うと、８．２％、７％というのがずらーっとまだあるんですね。金額

も、元金も少なくなってきているんですよ。ですからね、今２％のやつを８％も払う、４倍で

すよね、利息だけでもね。これ早く、利益がないんなら別だけれども、利益があるんだから２

００万だとか３００万とかいうやつを返してしまったらいかがかなあと、私はそう思う。それ

がね、経費の節減に端的に人件費を減らすのと同じように、そういう面での経費節減になると

思うんだけれどね。大きいのはちょっと返せないにしても、返せないものか。また、現在の利

息に書き換える方法ができないものか。その辺りについて、伺いたい。 

○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）    まず、値下げのほうなんですけれども、よろしいですか。値下げ

につきましては、そういうようなことも考えられるわけですけれども、先程も言いましたよう

に、うちの水道そのもの、施設そのものが、もう３０何年ということで、相当老朽化して、各

ポンプ、各施設とも相当疲れてきておりますので、そういった余剰金がなければ、いつなんど

きどういった事故が発生するかわからない。今のこの金額でも足りないくらいのあれが発生す

る恐れもあるんですよ。それを今の人数の中で、だましだましと言ったら、ちょっと語弊あり

ますけれど、なるべく長持ちさせるように常時点検しながらですね、やっている状況にありま

すので、今のところは今のこの料金体系の中でもっていきたいなあと。値下げも値上げも今の

ところ考えたくないという状況にあります。 

 それと企業債の支払い、書き換えなんですけれども、これについては、一度ご指摘のように、

利率の高いものと、それからうちで、給水だとか、色々と条件あるんですよ。書き換えは出来

ないことなかったんです。１度やってそれ以降ですね、それに当てはまらないということで、

ストップかかっているんです。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    当てはまらないって、どういう意味？ 

○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君） 当てはまらないということです。この書き換えするためには、色々

な条件があるんですよ。その中ではうちの経営状況だとか、そういったものからいくと、この

中に、枠に入らないよと。１度は、やっています。ですけれども。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君） １度やって、この８．１とかに下げているのですか。 

○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）    一年に一件というものですから、まだまだ高いところがあったん

ですよ。それがこの利率に変わってきているんです。ただ、少ない金額一遍にということも、

考えられますけれども、今言ったように、少しでも余剰金を押さえておかなければ、今の状況

の中では、ちょっと不安が残るものですから、色々こういうような経営状況の中で、今後検討
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していきますけれども、言われる通り、金額の少ないものについては、なるべく償還できるか、

できないか、今後とも経営の中で検討していきたいなと思っております。  

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    いや、２％がね、３％や４％の利息なら、まだ私は許容の余地があ

ると思うんだよ。8 倍ですよ、８％だもの。１０００円の利息が４０００円払わなければなら

ないというのは、１０００円が１２～３００円とかいう、まあ、程度の問題とかもあると思う

んだけれど、そういう１０００円払っていいやつを４０００円も払わなければならないという

のはね、ちょっとおかしいなという感じがするもんですからね、これはも少しシビアに検討し

てですね、まあ、全部とは言わないけれど、例えば残金２００万程度のあれなんかは、ぼんぼ

ん、ぼんぼんということは変だけど、払ってね、金利負担を下げると、どっちみち払わなけれ

ばならん、それも２４年まで続くとかね、平成２４年まで、まだまだこれから１０何年もね、

こんな８．０％の利息を払っていくという時代じゃないと思うんだけれどもね。それが経費節

約につながっていくと思うんだけどね。もう一度その辺り聞きたい。 

○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君） おっしゃる通りで、この辺は余剰金なり、そういったものと睨み

あわせながら、今後さらにそういった経費節減のためにもね、検討していきたいと思っていま

す。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君） ほかにどなたか。ありませんかな、もう。さっき、野村さんの件の

質問について、あるかな。 

○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君） 口径別というか、あれはどなたが…。これについてはですね、後

で資料をお渡ししますので、その中でまた御意見があれば、説明したいと思います。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    それでよろしいですか。野村委員さんからも、何かあったんではな

かったかな。違ったかな。 

○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）    失礼しました。下水道料金の調定の委託料ですね。下水の委託料

につきましては、月々調定の件数が違うんですよ。というのは、その月で使わないだとか、停

止してくださいだとかいう件数だとか、色々なものがあるものですから。年間で、６万７０４

４件でございます。１１年度は。それに対する料金は１２４０万３１４０円という金額になっ

ております。これ、あくまでも消費税込みですから。これが１８５円。一件当たり１８５円と

いうことになります。 

○副委員長（野村茂樹君○副委員長（野村茂樹君○副委員長（野村茂樹君○副委員長（野村茂樹君））））    その金額は、雑収益の中に入るのですね。はい、消費税込みで。 

○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君） そうです。こっちのほうは入っていないんですよ、消費税は。こ

っちの計算の中では。 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君） 消費税は抜きで。税抜きで入れているんですか。 

○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）     そうです。あのですね。３ページ、ちょっと開いてほしいので

すけれど。営業外収益の中に、雑収益というのがあるのですね。これが、そうでございます。

その中に、この中にも、さらに何ていうんですか、窓口に来て、図面のコピーだとか、何件か

来られる方はおります。住宅建てるときに、水道管がどういうような状況で入っているか調べ
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たいということで、そういったものコピー代、一件につき１００円いただいておりますので、

そういったものが何件かこの中にもプラスされているかなあと。 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君） それはわかるんです。下水道課のほうから、委託料として、支払

われている金額はおよそ１２４０万ですよね。それが雑収入のところにたぶん入るのだろうと、

数字としては。そうすると、ここに記載されている雑収益１２１３万６０００円だから、わず

かだけれども、下水道課から納められている金額よりも少ないんじゃないのかなあと。今聞い

たら消費税は抜くんだと。抜いた消費税はどこに入るの。どっかに蓄えられているの。預り金

として、どこかにあるわけ。その管理はどういうふうですか。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君） それちょっと、おかしいでしょう。１２４０万という金がね、下水

道のほうから来ているとしたら、それは上水道の受け入れしなきゃならないでしょう。途中で

どっか別のところに行くわけでないわけでしょう。 

○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君） 私の勉強不足で申し訳ございません。下水道の料金、あくまでも、

この金額は入ってきているんですけれども、今の言った消費税そのものも一緒に含まって入っ

てはきてるんですけれどもね。その消費税分については決算書の中の数字には入れないで、別

なほうの調書というんですか、そっちのほうには、書かさっているんです。預り金として。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君） 別って、どこ行くんだよ。 

○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）    いや、これにはのっかってきていない。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    なんぼ、足らない。合わないんだ。 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）    そうすると、下水道課で水道課に委託している業務一件当たりの

単価が１８５円。で、これは消費税込みですか、ということなんですね。実際には、いくらで

受託しているのですか。  

○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）    消費税抜きで、一件１７７円。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    それでいいのかな、野村さん。 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）    ですから、この経理上ですね、その消費税分も何らかの形で、預

り金というような形でわかるように、我々に説明の段階でですよ、わかるようにしていただき

たい。ですから、今預り金として、どのくらいあるんですか。それは、一般家庭の分だって、

消費税入るんでしょうからね。その分だけ預かってるんでしょうから、その辺を明確にしたほ

うが誤解がないんじゃないかなと。 

○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）    わかりました。よろしいですか。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    はい、課長、どうぞ。  

○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君） 大変勉強不足で申し訳ございません。その辺については、来期以

降、きちっとした形で明確に出来るようにしたいと、こう思っていますので、御理解をいただ

きたいと思います。消費税込みです。     

○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君） 水道料は消費税込みだと、さっき、取られておられてるんですね。そ

れは分けてあるんですか。それは込みになるわけ。 
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○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    玉井委員。課長どうぞ。 

○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）○水道課長（山本淳一君）    今、吉田委員さんからも出ましたんで。水道料金のほうも一般の

徴収につきましては、消費税込みでの徴収はしておりますけれども、今の、ここに載ってきて

いる数字は、消費税を抜いた金額であくまでも載せると。あとは、別冊の色々な書類、決算書

だとか、決算書の中でも附属書類いろんなのありますけれども、その中で監査委員の審査を受

けながら処理をしているという関係です。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    いいですか。はい。ええと、ちょうど１１時ちょっと２、３分過ぎ

ましたけれども、この辺で水道課の審議を閉じたいと思いますが、よろしゅうございますか。

では、どうもありがとうございました。 

 ええ、１０分まで、休憩します。 

   （休憩 １１時０２分） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

   （再開 １１時１５分） 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君） 特別委員会を再開します。１１時１５分からですから、ちょっと１

２時ちょっと過ぎるまで、１０分くらいまでになろうかと思いますが、１時間ほどになります

が、進めていきたいと思います。課長のほうには、事務局長のほうから御案内が行っていると

思うんですが、約１０分程度ですね、施策に基づいた、成果説明書の基づいてですね、ポイン

ト、ポイントを御説明いただいて、出来るだけ質疑の時間を多く取りたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたしたいと思います。それでは、どうか課長のほうから、お願いします。はい、

どうぞ。 

○都市整備課長（三戸功二君）○都市整備課長（三戸功二君）○都市整備課長（三戸功二君）○都市整備課長（三戸功二君）    それでは、まず、２２ページ、２３ページにまたがります、

町職員住宅等の住宅管理経費でございますが、これはあのう、職員の住宅のですね、管理を受

け持っておりますので、それに要した経費でございますけれども、特に２３ページの住宅改修

事業の中で、工事請負費、緑丘職員住宅の屋根張替え工事１棟２戸、これ１棟を実施してござ

います。特に緑丘職員住宅につきましては、建設以来３２年ほど経過した住宅でございまして、

これまでこの平成１１年、１棟を含めて、４棟の管理をいたしておりますけれども、残る２棟

分が今後の改修の必要性があるかなというふうに思っております。それから、次に３１ページ、   

１３目計画調査費、国土利用計画法関係事務経費でございます。これは国土利用計画法の届け

出、受理、および申達事務に要する経費でございまして、ちなみに、平成１１年度の国土利用

計画法の届け出件数は、８件ということで、前年に比べると、かなり少ない件数の実績でござ

います。続いて、１４７ページをお開きいただきたいと思います。８款土木費、５項都市計画

費、１目の都市計画総務費でございます。カッコ２の都市計画策定等事務経費、これにつきま

しては、特に委託料の、１３節委託料でございますけれども、これは地籍図、修正図の補正業

務委託料で、毎年土地の移動がありますけれども、この移動した土地をですね、地籍図、ある

いは修正図、毎年、経年変化の補正をかけてございます。１１年度につきましては２０３件、
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４５９筆の補正を行なっております。それから、カッコ３の、公共施設サイン設置事業でござ

います。これは平成９年度から始まった４年計画の３年次目でございまして、平成１１年度に

つきましては、２２基のサイン設置工場を行なったところでございます。ちなみに、全体で８

８基の計画がございまして、この平成１１年度までで、６７基が終えたところでございます。

平成１２年度、今年度ですが、２１基予定してございますので、これでこの公共サイン、４年

間の事業として一応完了するという状況になってございます。   

 それから、開いていただきました１４８ページでございます。２目の土地区画整理費でござ

いますけれども、この経費につきましては、今後の展開を含めまして、資料等の情報収集、こ

れに努めてございまして、それに要した費用でございます。次に１５１ページをお開きいただ

きたいと思います。ここで、この住宅費の関係につきまして、印刷のミスがちょっとございま

したので、御訂正をいただきたいと思いますけれども。まず、６項、住宅費の欄の、決算額１

億５３２１万９０６０円となってございますが、これは事前に委員の皆さんにも正誤表配布さ

せていただけると思いますが、これが１億５４３５万５５８０円。で、一般財源の欄が、１４

６８万２６７０円ということで、印刷ミスがございますので、御訂正いただきたいと思います。

それと、２目の住宅管理費、これも決算額４６００何がしとなっておりますのが、４７１４万

５４１８円、同じく一般財源が１２００何がしが、１３２０万５５１４円ということになって

ございますので、御訂正をいただきたいと思います。それと、もう１ヶ所でございますが、１

５３ページ、カッコ３の町営住宅改修事業、１２０６万８９９４円となっているのは、１３２

０万５５１４円の誤りでございますので、訂正かた、よろしくお願い申し上げたいと思います。  

 それでは、１５１ページに戻って、説明を申し上げていきます。まず、１目の住宅総務費で

ございますけれども、カッコ１の建築確認申請開発行為等審査事務経費。この実績につきまし

ては、１５４ページ、１５５ページに、平成１１年度の建築審査申請の取り扱い件数、あるい

はそれ以外の受け付け事務の件数を記載してございますので、のち程ご覧いただきたいと思い

ますが。ちなみに、建築確認申請につきましては、平成１１年度、１９７件の扱いをいたした

ところでございます。このうち、支庁の建築確認に要する件数が２７件、白老町が限定特定行

政庁として、白老町が扱った件数が１７０件ということになってございます。４節から１９節

につきましては、それぞれこれらの事務に要する費用でございます。それから、カッコ２の、

高齢者対応住宅啓蒙普及推進事業でございますけれども、２９万５０６９円、これは高齢者対

応などを含めたパンフレットを１０００部作成してございます。それと、平成１１年の１１月

１５日から１９日の間、元気まち住み心地快適フェア等の実施してございますけれども、この

うちの３日間、展示会、あるいは建築士による住宅相談を実施してございまして、それらに要

した費用でございます。それから、２目の住宅管理費でございます。これは町営住宅を管理し

ていく上での必要な事務費の計上ということになってございます。続いて、１５２ページに入

りますけれども、カッコ２の町営住宅維持管理経費でございます。３０８５万５５９１円でご

ざいます。この１１．需用費２５４１万１８９４円の決算額でございますが、これにつきまし
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ては、入退去修繕、あるいは緊急修繕、それと、一部計画的にやっております畳の取り替え、

これらに要した費用でございます。それから、１３節、委託料でございますけれども、地下埋

設配管の定期点検委託料につきましては、これは美園団地の中耐の灯油配管、これは消防法に

よりまして、定期的に点検の必要な事業ということで取り組んでおります。それから、電話設

備の保守点検業務とありますのは、これは日の出団地の、いわゆる高齢者対応の緊急通報シス

テム、これらの関係の保守点検でございます。それから、蟻駆除の関係ですが、それとスズメ

バチもそうですが、団地としては、青葉団地でございまして、蟻駆除につきましては、毎年全

棟実施してございます。それから、スズメバチの関係につきましては、当然、そういう事態が

発生したときにということで、１１年度につきましては、一部樹木のところとですね、軒点の

ところに１ヶ所、２ヶ所という事態がありましたので、その対応をしてございます。それから

１９節の下水道負担金でございますけれども、これにつきましては、虎杖浜団地と日の出団地

が対象になってございまして、この２ヶ所の受益者負担金、これは平成１２年度で済むのかな

と思っております。 

 それから、次ページ、１５３ページでございますが、カッコ３、町営住宅改修事業でござい

ます。これは計画的に修繕を行なっている事業でございまして、平成１１年度におきましては、

ここに主なものとしてですね、美園団地の物置改築、それと建具の改修工事、それと、町営住

宅の浄水機の取り替え。これも水道法の関係で、８年毎に取り替えが必要になってございまし

て、これも計画的に行っているものでございます。それから、３目の住宅建設費でございます

が、これは日の出団地で今、建設を計画的に進めております３棟目の初年度として、４割部分

の実施を行なったものでございます。１９節、負担金の用地取得事業につきましては、この３

棟目に関わる用地、その部分について、用地取得、先行取得で、土地開発公社やっております

けれども、それの買戻しをしたものでございます。   

 あと、１５４ページ、５ページにつきましては、先程もちょっと触れましたが、確認申請の

受け付け状況年度別調書、それと、確認申請以外の受け付け年度別調書、以上のようなことに

なってございます。大変ざっとでございますけれども、以上です。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君） 飛び飛びですけれども、説明がありました。それで､ちょっと質問

を受けますが､一番最初のほうに戻りましょう。２２ページですね。カッコ５ですね。それから

続いて､２３ページまでありますね。それと、もう１つは､３１ページ､１３目ですか。これにつ

いて、まず、御質問がある方。はい、根本委員。  

○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君） ２３ページの緑丘職員住宅、屋根張替え工事のことについてですが、

あの部分は、前もこれ話されたと思うんですけれど、職員住宅非常に老巧化３２年たっている

というふうなことですね。これ、どうなんでしょうね。このまま、あすこをこう、あれして、

補修してそのまま、まだ継続して入ってもらうようなことになるのか。それとも、将来的にど

うなんでしょうね。あそこの建物に対して。ま、それは、助役の考え方になるんじゃないかと

思うんですけれど。 
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○助役（今野邦紀君）○助役（今野邦紀君）○助役（今野邦紀君）○助役（今野邦紀君） まあ、毎年議論はしています。それで、まず、一つはですね、こうい

う御時世だから、民間需要をね、喚起する意味で、持ち家を念頭に入れた、そういう誘導策を

考えてはどうかなと。そういうものを一応視野に入れているということで。職員についても、

かつては官舎というか､職員住宅をあてがって、一つの福利厚生的な施設として位置付けて建設

してきたのだけれど、もう少し自治体の職員ということであれば、まずは定住志向というか、

自分の持ち家を持っていただくという、そういうような対策というか､施策のほうが､地域の経

済効果もそこでは何がしか生まれるだろうということも、念頭に入れて考えています。具体的

にはですね、この建物は今言ったように、相当老朽化しているということで、いずれ、何と言

うか、廃止して、用途廃止していくということも、念頭に入れて、とりあえず現在は、現に入

っていますから、雨漏りだとか、最低限必要な補修は進めなければならないだろうということ

で、まあ、１１年度については、計画的に毎年、２棟ずつやってきたのかな。やって来たとい

う経過の中で、１１年度はこういう整理がされているということで。先程課長から言った、残

り２棟、残っているんだけれども、これ、それじゃあ来年どうするかというと、これ、これか

らの事業費査定の中で、議論されていくと思います。基本的には、今言ったようなことで考え

ておりますので、いずれ、用途廃止して、あの辺の土地利用を含めて、考えなければならんの

かなあという、こんなことで、今のところ考えています。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君） よろしいですか。はい、斉藤委員どうぞ。 

○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君） ただ今の職員住宅の件で、お聞きしたいんですけれど、町職員の住宅

と教員住宅も入るんですね。入んないんですか。ああ、そうですか。あのう、町職員住宅は総

数でどのくらい管理されているんでしょうか。それで、今話ありました行革実施計画の中でも、

持ち家だとか、民間を大いに奨励するというようなことが書かれているんですが、それで老朽

化したものを廃止していく方向、縮小していく方向にあるというんだけれども、その行革の実

施計画が、進んでいるのかどうなのかと。実際に縮小した住宅とは、全部で何戸になって、そ

れに見合うだけの、今度は新しい住宅を建てる計画がまだあるのどうなのか、その辺りをお聞

きしたいというふうに思うんですが。 

○都市整○都市整○都市整○都市整備課長（三戸功二君）備課長（三戸功二君）備課長（三戸功二君）備課長（三戸功二君） 職員住宅の管理戸数ですけれども、私どものほうはですね、

基本的には総務課のほうが、この職員住宅の管理の一番の窓口なんでございますので、私ども

で今押さえているのは、それを日常的に維持管理しているということで、御理解いただきたい

と思いますが。緑丘で、全体７棟１４戸、それから、末広に４棟８戸、それから大町に４棟４

戸、それと消防の宿舎として、白老に１棟８戸と一戸建て一戸、それと虎杖浜に１棟４戸。合

計３９戸。これがですね、必要に応じて、私どものほうで維持的な修繕を含めての管理をして

いるということになっております。それと、新規の計画の話につきましては、先程申し上げま

したように、当然住宅政策ですから、私どものほうも関係すると思いますけれど、職員住宅そ

のものの関係については、やはり総務課さんのほうとのですね、考えもあろうかと思いますの

で、私のほうで今ここで、将来の計画について云々というのはちょっと難しい問題あるかなと
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思っておりますので、御理解いただきたいと思います。 

○助役（今野邦紀君）○助役（今野邦紀君）○助役（今野邦紀君）○助役（今野邦紀君） 委員長。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    はい、助役。 

○助役（今野邦紀君）○助役（今野邦紀君）○助役（今野邦紀君）○助役（今野邦紀君） まあ、行革はやっています。５ヵ年計画立てて、毎年時期になりまし

たら、議会にも説明はさせてもらっているんですが、今年も、そうですね、おそらく１２月の

議会当たりでそういう説明が、準備していますので、その内容も、私ども説明を受けてます。

それでまあ、今年確か４年目なんですか。やはり、何と言いますか、手のつけやすいところか

らやってきているという傾向もありますのでね、残されている部分は、かなりエキスの部分と

いうかですね、これから色々、民生常任委員会で議論されると思うんですが、そういう福祉施

設も含めましてね、どうするかということで、議論されています。その中で、やはり、さっき

も私触れましたようにですね、出来るだけ分権化という時代背景の中で、地域がやはり経済的

にも自立した町作りを進めていかなければならないということが、今至上命題となっています

から、シフトとしてはですね、民間活力というか、より市場経済近づいた形の色々な仕掛け作

りというか、仕組み作り、そういうところに軸足を移していかなきゃならないのではないだろ

うかと。そういうことからも、こういう住宅問題についてもですね、もっと町独自の、民間も

含めた住宅のあり方、住宅本来のあり方、そういったことを考えていかなきゃならんだろうと

いうことでの、今､理事者はじめ、担当課含めて、そういったことを一つ切り口として、考えて

いこうと、こういう議論を内部でやっているところです。以上です。 

○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君） 管理戸数が３９戸というのは、今わかったんですけれども、かなり古

い家が多いということ、老朽化したところが多いということで。これは、築２０年ぐらい越え

たものばっかりということになるんですか。それとも、それが何割ぐらいになるのか。その辺

り、ちょっと教えてほしいということと、それから独身の入居者、入居戸数というのはどれく

らいになるのか。合わせて、独身の方が入っているときには、よく住民のほうから、周り、周

辺の整備が、清潔感がないと、手がかかっていないというような話っていう、苦情が聞いたこ

ともあるんですけれど、そういうようなことに対する指導というのはどんなふうに行なわれて

いるのか、どなたでも教えてください。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君） それは、担当？ はい、課長どうぞ。 

○都市整備課長（三戸功二君）○都市整備課長（三戸功二君）○都市整備課長（三戸功二君）○都市整備課長（三戸功二君） 老朽化の程度の関係ですけれども、一番、今申し上げた３９

戸の住宅、まあ、一番古いのは緑丘団地の確か４３年頃の建築だと思いますけれど、その後も

ですね、この１０年以内で職員住宅建てたという経過ありませんから、ですからほとんど古い

住宅が多いというふうに御認識いただいて結構かというふうに思います。一番、４３年のやつ

で、今３２年くらいたちますか。ですから、まあ、当然２０年以上たっている住宅がほどんど

かなあと、いうふうには思います。ただ、もっと詳しいことにつきましては、建設年次調べて

ですね、お知らせしたいなと思いますでれども。  

 それと、独身の入居戸数ですけれども、今すぐ、入居戸数、独身が何戸かと、資料が出ませ
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んので。後ほど出させていただきます。その周辺の環境整備、独身の方が入られている住居の

周りの関係、これは当然職員となればですね、大家であるほうからとやかく言われる前にまず

やってもらいたいというのが基本かなと思いますけれども。いずれにしても、そういうところ

を見うけられた場合には、私どものほうも、住宅の管理している立場もありますから、そうい

う指導も今後ともやっていきたいと思いますし、総務課さんのほうとの連携もとってやりたい

なと思っております。   

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君） よろしいですか。それでは、１４７ページに飛びます。後でまた、

質問漏れがあったら、全体の中でお聞きします。１４７ページからずうっと、土木課のあれも

ありますが、それを飛び越して１５１ページですね、１５５ページまでの間、都市整備課に関

係する問題について御質問ある方は、どうぞ。はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君） １４７ページにもちょっと載っているんですが、１５４ 

ページの表を見せていただいて、ちょっと質問したいのですが。これは建築の確認申請の受け

付けの状況を書かれているんですが、ずうっと家新築する方がどんどん減っていて、ここ２、

３年は４０軒ぐらいずつ、ぐんぐんと減っていたんですが、今年度は２５軒ぐらい増えていま

すよね。で、そういう数を追っていくと、今の利息も安くなっているということもあるんです

が、住宅ローン減税がかなり効いているのかな、どうなのかなということと、そのことが家を

建てる住民の方、建てる予定をしている方は、そういう情報っていうのは、報道とか新聞等で

理解をして、そういう増えてきてたものなのか、それとも、行政側でこういうシステムがある

かどうかという説明とか、それからこれはもちろん建設業者がやっていることなのかもしれま

せんけれども、そういうような働きかけがあったのかどうなのか、どのように評価しているの

か、ちょっと教えていただきたいと思います。 

○都市整備課長（三戸功二君）○都市整備課長（三戸功二君）○都市整備課長（三戸功二君）○都市整備課長（三戸功二君）    確かに建築の着工件数ですね、以前の、４年、５年、６年の

３００代からですね、ずうっと落ち込み現象になってきておりました。この平成１１年度、１

９７、今吉田議員おっしゃったように、前年度、平成１０年度から２５軒ほど増えております。

この辺もですね、やはり今までの、１０年以前のですね、この落ち込みの状況というのはです

ね、まさにバブル経済崩壊した以降の、経済が左右された部分が多分にあったのかなあと。そ

れがこの中で、色々な国のほうの施策もですね、いろんなことで出されてきたというのも御存

知だと思いますけれど、まあ、そんなことも一つプラス要因として、若干そういう気運が高ま

ってきた部分もあるのかなあと。そんなふうに思っていますけれども。ただ、依然として建築

関係については、一時機の状況から見れば、まだまだ厳しい状況があるかなあと、そういうふ

うに思っています。当然、住宅ローン減税の問題だとか、あるいは住宅金融公庫の金利の問題

だとかですね、そういうものの中で、多少上向きの部分が出てきた。これは要因としては当然

あろうかなととらえております。それと情報関係につきましてはですね、私どものほうとして

もですね、相談窓口での対応が主になりますけれども、あるいはまた、建築士会、あるいは建

設協会、そういう人がたとの、連携取りながらということも含めてということになりますけれ
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ど。まあ、特に取り組んでという部分でいけばですね、これは、先程もちょっとお話しました

けれども、パンフレット作成してですね、いわゆる、そういう住宅を建てる方々へのですね、

ＰＲをさせてもらったりですね、あるいはそういう建築士の方の協力をもらいながら、住宅相

談をしたとかですね。 

 これは必ずしも住宅建設促進ばかりではなくてですね、今の高齢化対応だとか、そう

いうバリアフリ－だとかね、そういうものも含めた相談ということでやっておりますけ

れども、いろんな機会捕らえてですね、やってはおりますけれども、全体的なその２５

件の増についてはですね、若干とは言いながらもですね、今のこの経済がですね、一時

期から比べれば若干良くなってきている部分があるのかなとそんな風に思ってますけれ

ども。まあこれもなかなかですね、今年度の平成１２年度のですね、これまでの状況見

ると、やはりまだ厳しいところがあるのかなとそんな風に思っております。 

○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）  違う質問に変わっていいですか。 

 日の出団地が今年度できまして、かなり今住宅の申し込みが重なっていて入れない状

況が続いてるんですが、日の出団地に移った時点で東町の公営住宅ってありますよね、

あそこは何年に壊す予定なのか、それと汐見団地はほとんど全部出たんじゃないかなと

思うんですけれど、東町団地の方はまだ何件か入ってらっしゃるのかなと思うんですけ

れども、その辺どうなんでしょうか。 

○都市整備課長（三戸功二君）○都市整備課長（三戸功二君）○都市整備課長（三戸功二君）○都市整備課長（三戸功二君）  ご案内のように日の出団地、東団地、汐見団地。まあ

これの建て替えの受け皿ということでやっておりますので、当然東団地、汐見団地につ

いては用途廃止するという予定でおります。現在ですね、東団地につきましては、現在

３戸まだ入居してございます。それと汐見団地については４戸入居してございます。私

どものほうとしてもですね、今この東団地の３戸あるいは汐見団地の４戸にしてもです

ね、例えば極端な話、一棟４戸建にですね１人ずつ入っているとかね、そういう極端な

例があるもんですから、どこかの棟にですね、とりあえずは集約入居していただけない

かそんなことも含めてですね、なるたけ１度に始末をしたいなというふうに思っている

もんですから、そんなこと今含めて入居者の方ともご相談してもらってる最中なもんで

すが、これが例えばの例として、汐見団地の４戸の方が病院とかそういうことも近いで

すから、東町のどっか一角ですね、集約した中でもしそういうことがあれすれば、汐見

団地は全戸いなくなるということもありますから、そんなこと含めてですね、とりあえ

ずのちょっと手配はしてみたいなというふうには思ってるんですが。ただこれの解体そ

のものにつきましてはですね、やはりそれ相当のですね事業費も実はかかるものですか

ら、我々のほうとしては当然もう既に空き家になっている部分についてはですね、先ほ

ど言いましたようにまるっきり１棟で空いてるところもあればですね、その隣で一棟で

一戸だけ入っているとかそういう空きありますから、そういう整理はまず先にしなけれ

ばだめですけれども、そういう整理をしながらですね、何棟か一つのエリアとしてです
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ね、壊せるような状況を作ってですね、年次改革もってやろうと思ってますが。今とり

あえずですね、私どもの方で来年度の予算これから事業費予算についてはですねいろい

ろ議論される部分になりますけれども、当面はまずすぐ整理したいなと思っているのは、

社台の団地は２戸ございますけれども、これももう既に入らなくなってから相当経って

いる団地でございますから、そっちのほうをまず早めに整理したいなと思っておりまし

て、あと東団地、西団地につきましてはですね、前段申し上げました整理をしながらで

すね、事業費の確保をしながらなるたけ早い時機にですね、取壊しをしていきたいなと

こんなふうに思ってまして、今この場で何年時というですね明確なことはちょっと申し

上げられませんけれども、我々の担当の方としましては、なるべく早く整理をしていき

たいなとそんなふうに思ってます。 

○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）  前に大町の公営住宅ありましたよね、あそこも壊す予定で入れ

なかったですよね、その時はまだ住宅の現状ていうのは厳しいものがあまりなかったん

ですけれども、今この段階でかなり住宅へ入れなくて困っている方がいらっしゃるとい

うことで、今課長さんの説明では東町なら東町を一軒一軒入っているところもあるから

それを集約したいと。そうであれば計画的に何年後に壊すということが明確にまだなっ

てないですけども、臨時的に入れる、何年、その代わり何年しか入れない、壊すんだか

らということでの条件づきで入れるということは考えられないことなんでしょうね。ど

うなんでしょう。 

○都市整備課長（三戸功二君）○都市整備課長（三戸功二君）○都市整備課長（三戸功二君）○都市整備課長（三戸功二君） 一番はですね、今の東町にしても汐見にしてもですね、

今あそこの戸数とですね、戸数といいますかその当時入っていられた方、その戸数と日

の出団地の建設戸数、これやはり見合いの話なんですね。ですから今臨時的とはいいな

がらもですね、その東町あるいは汐見にですね、入れるということになりますとですね、

やはり建て替え団地ですから、その方々の行き先をですね、やはり何とかしなきゃだめ

だという問題に発展しかねないのかなというところがまず一番ちょっと問題なんですね。 

 確かに今申し込みの方がですね、なかなかすぐ入れない状況あるっていう現状実はあ

るんですけれども、その辺がやはり私どものほうとしてはですね、何とかすぐさま対応

できる方法はないかとこれ頭悩ましてもですね、問題は現実に空きがでてこないかぎり

難しい問題なってしまうんですけれど、まあ一方ではやはりちょうど今建て替えやって

るその建設のスピ－ドとですね、それといわゆる政策空き家として入れないでいるです

ね、そこのバランスが今ちょっと狂ってる部分が今ちょうど時期なのかなというふうに

思ってましてね。それともう一つはやはりこういう経済状況の中でですね、実際には今

住宅に入っている方がいるんですが、家賃の問題だとかですね、そういうことで安いと

こへ入りたいと、そういうようなもん。これも一つ入居の申し込みの要因の一つではあ

るんですが、実際問題ほんとの意味で住宅に困窮してるかどうかという問題とは違う問

題。そういうことも含めてちょっと入居者の申し込みが多くなっている現状があるのか
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なあとそんなふうに思ってましてね。一つにはやはり、その建て替え団地となる日の出

団地の建設スピ－ドをまず早めることも一つの手段としてあるでしょうし、それと今入

っている人に早く出てくださいなんて話しにはなりませんので、これはちょっとなかな

か難しい問題なんですが、今吉田委員おっしゃるですね、既存のところの臨時的なとい

う問題についてはですね、これはさきほど冒頭申し上げた日の出団地の戸数とのバラン

スから考えてですね、枠を広げるようなことにはできないかなというふうに思ってます。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  いいですか。はい、宗像委員どうぞ。 

○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）  町営住宅のことなんですが、２つあります。 

 １つは美園団地の物置の改築工事が１１年度終わってるんですけれども、まだあとど

のくらい戸数でもいいし年数でもいいです。あとどのくらいで全部終わるのかなという

ことがまず１点。２つ目ですけども、民間であれば借家を借りると大家さんていうのが

あって、その大家さんといわゆる借り手の関係がいろんな契約上の問題あろうかと思い

ますけれども、この町営住宅の場合も当然町としての契約いろいろとあると思うんです

けども、どこまでいわゆる町は指導してますかという。全部聞くんじゃなくて、環境整

備のことで町営住宅の部屋の中までというふうには言いませんけども、いわゆる町営住

宅環境整備に対しての町の指導はどこまで手が出せるのかということがまずお伺いした

い。 

○都市整備課長（三戸功二君）○都市整備課長（三戸功二君）○都市整備課長（三戸功二君）○都市整備課長（三戸功二君）  美園団地の物置の改修でございますけども、まずあの

今だいたい１６戸前後くらいですね、毎年やっております。でこのペ－スでいきますと

平成１４年度で完了する予定というふうになってございます。それと環境整備の件です

が、これは公営住宅とはいいながらですね、いわゆる建物の貸し借りに関してはですね、

おっしゃるように民間の借家法とですね何だ変わらない部分が実はあるわけですね。た

だ公営住宅の場合は、それの上位法といいますか、それに公営住宅法てのがありまして

ね、その公営住宅法で色々決められてることがまずこれは優先しますよと。それ以外の

ものについては当然民法である借家法これが全部適応されてくるわけですよ。でこれで

そういう法律をどうのこうのという問題よりもですね、やはり皆さんが住まわれている

周辺環境をですね、どうこうするというのは、これは法律によってどうのこうのの以前

の話でですね、始末しなきゃだめな問題じゃないかなと思ってましてね、私どものほう

も当然ですね、入居の際にはですね、守っていただく事項、これ全部入居のしおりて物

もありますしね、そういう中で守っていただくものはこうこうこういうってのもありま

して、その指導はさせていただいてるんですが、確かに今所によってはですね、自分の

ベランダ側のほうの空地草ぼうぼうになってたりとかですね、そういう状況はあります

んで、それはその１戸だけの問題ではなく集団生活の中の１つの大きなエリアの環境か

らすればですね、必ずしも良い状況ではないと思いますんでね、それはその都度ですね、

言ってる問題ではありますけどもね、これは当然自分等の周りの周辺環境を良好にして
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くださいよとですね、指導は当然できるわけですから、それは現在でもやっております

けれど、もう少しですね、何か良い方法でですね、取り組みの方法ないのかなとそのへ

ん今ちょっと担当の方含めてですね、色々今検討中なんですが、今やってるあれってい

うのはまた努めてそういう環境阻害しないように整備してくださいというお願いはして

おりますけどね。もう少しなんか精力的にできる方法がないか少し検討してみたいなと

こんなふうに思っております。 

○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）  美園団地の物置のほうについてはわかりました。その公営住宅の

環境整備ですけれども、草ぼうぼうももちろんそうなんですけれども、一番聞こえてく

るのが犬猫の問題なんですね。私その契約書だとかそれ見てないんですけれども、聞く

ところによると犬猫は飼っちゃいけないことになってるはずなんだけども、現実にはそ

ういったものを飼ってて隣近所に犬のとうぼえだとかあるいは猫の臭気だとかそういう

ことがかなり現実にあるということで、私も行ってみたことがあるわけですけれども、

ああいうのももっと徹底した指導て言うのが必要でないかなというふうに思って今。そ

れとこれ郵便集配さんからもよく、私も感じたことですし集配さんから聞いたこともあ

るんですが、表札のないのがかなりあると。それで郵便配達するときにも１階のところ

に入れるのもあるし一軒一軒配るのもあるんだけども非常に困るんだということと。も

う１つ表札がないということで今度は他の人からあそこの家空いてるんでない。役場の

方行ってみたら公営住宅全部埋まってて空き家なんかないよと言うけども行ってみたら

表札ないじゃないかと。あそこ空いてるんじゃないかというそれらしき家がかなりある

んですよね。表札まではやはり指導の対象になるのかどうかというこの辺りもちょっと

お伺いしたいと思います。 

○都市整備課長（三戸功二君）○都市整備課長（三戸功二君）○都市整備課長（三戸功二君）○都市整備課長（三戸功二君） 最初にあった犬猫の問題ですね。これ確かに公営住宅

法、あるいは町の条例の中でも犬猫飼ってはいけませんよという決まりは何も実はない

んです。ただ集団でやはり生活する上でですね、やはりそういうものを苦手とする方も

おられるでしょうから、私どものほうとしてはル－ルとしてはですね、一応飼わないよ

うにという指導はさせていただいてるんですが、今この時代そういうペットをですね、

お買求めになっている実態っていうのは、これはそういう住宅に限らず一般住宅も含め

てですね、そうとう増えてきている実態があるのかなというふうに思いますんで、この

辺がですね、ただ我々のほうとしては今の段階ではですね、一応決まりごとですよとい

う範疇ではありますけれども、そういうものを飼わないようにお願いしてる状況にござ

いますから、それは今現時点としてはなるたけそういう指導をさせていただく方法しか

ないんですね。その中でもですね、一番やはり我々のほうとしてもそういう実態がどん

どん増えてくると困るなと思うのは、結局周りに迷惑をかけている実態ていうのが実は

あるんですよ。それあの適切にですね、管理ていったら言葉あれですけれども、そうい

う飼い方をして周りに迷惑をかけない部分においてはですね、先ほど言いましたように
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こういう時代ですから、そこまで犬飼ってるからあるいは猫飼ってるからあんた決まり

守ってないからすぐ出てきなさいよとそんなことにはならないのかなと思ってますけれ

どね。ただやはり迷惑かけてかかってる部分てのが声として私どもも聞いてますから、

そういう部分、所についてはやぱりですね、何らかの処置をしていただくようなことで、

やっぱり指導をしていきたいなとそんなふうに思います。 

 それから、表札の関係についてはですね、これはちょっと私も何とも言えないですが、

公営住宅を借りて必ずしも表札をつけなければだめですよというそういう指導まではち

ょっとできないのかなと思ってます。確かに郵便屋さんなんかにおいてはその宛どこに

ですね、適切に配達するためには当然その名前あったほうがあれなんでしょうけども、

ただ公営住宅の場合は何棟何号というあれがそれさえはっきりしてればですね、そうい

う問題もあんまり出てこないかなあと思いますけれども。そうは言いながらも自分でそ

こに表札を掛けるっていうのは普通からいけばごく一般的なことかなと思いますけども

ね。そうでないからといって、ちょっと困りますよとかね、付けなさいとか言う指導は

ちょっとできかねるのかなというふうに思います。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  いいですか。 

 僕から１つお聞きしたいんだけれど、１４７ペ－ジですね。 

 今できないんですか。どうぞ。いいですよ。いや皆さんがあんまりないないと思うか

ら僕やろうと思ったんだけど、あるんならどうぞ。 

○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）  先に聞いてください。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  いやいやいいですよ。そちらのほうが時間かかるから。 

○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君） 聞きたいことたくさんあったんだけど、時間ないからやめます。

助役さんにちょっと考え方１つお聞きしたいんですけれども。私も入りたいんだけども

う何年待ちで入れないんだという話し聞かされて、私自身課長さんとこ行ったってね、

これすぐらちが明くもんじゃないから、だからどうにもならないって部分かなりあった

んで。そんなときにね、今どうしてこんなに入居希望が多いのかっていう分析も然る事

ながらね、やっぱり以前建てた建物が全部古くなってきてね、一斉に建て替えなきゃな

んないという過渡期に当たってるんだろうなと。そのバランスがうまくいってないんだ

けれども、例えば日の出なんかは全然入れないから西団地に入れったってね、今時若者

が古い風呂の付いてないところに入れっていったって「はい」なんて絶対言わないです

よね。そりゃあぜいたくだとかなんとかの以前の問題じゃないかというような気がする

んだけども、やっぱり考え方として生活基盤を支えるこの公共事業の中の１つのね、住

宅を建てていくという、低所得者の住まいを確保するという観点から言うと、やはり健

康な町づくり白老の一番先に挙げなきゃなんないこれは政策じゃないかなあという気が

するんですよ。住宅を確保するとすればね。先ほど助役さんからね、町独自の考え方、

住宅に対する考え方もこれから考えてかなきゃなんないって話あったんだけれども、や



 
２５ 

はり今のもっと住宅のために住民のために金をかけてやるという考え方がね、今こそ必

要じゃないかと。これが本当の公共事業じゃないかなという気がしてるんだけれども、

その辺の考え方ね、これからの展望としてね、ちょっとお考えを聞かせていただきたい

と。それだけ聞いて終わりにします。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  はい、どうぞ。できるだけ簡略にお願いします。 

○助役（今野邦紀君）○助役（今野邦紀君）○助役（今野邦紀君）○助役（今野邦紀君）  先ほど前段で私が１つの住宅政策に対する大枠の今のその認識

っていうか、町の考え方、先程説明した通りなんですけれど、いわゆる長期的な視点と、

それから当面ね、その住宅困窮者っていうか、待機者が１００名以上なんかいるってい

う話も聞いてますんでね、その当面の策として何かが考えられないのかという部分につ

いてはこれね、今おっしゃっているように何か検討しなきゃならんと思ってます。具体

的にそれじゃあどうするかっていうことは今すぐ思い当たらないんで、これは内部的に

検討させてもらいますけどね、そういうやはり当面の措置と、将来こういう姿でいきた

いというものと、やはり両面で考えていかなきゃならんのかなと。こう町づくりを考え

ていく場合ですね。やはり公営住宅建てる経費っていうのは莫大なもんでしてね、それ

が入居の使用料でそれこそある程度コストを消化できるかってことになると、かなりの

やはり元の住民の持ち出しってものが相当なもんだっていう計算からすればですね、そ

ういう形で現状では成り立ってるってことなもんですから、やはりそれはそれでですね、

考えていかなきゃならんだろうと思ってますんでね。今先ほど吉田委員からもあった当

面の対応についてどうするかっていうのは、少し内部的に検討させてもらいたいと、こ

う思ってます。以上です。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  斉藤さん。 

○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）  いえ、いいです。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  はい、どうぞ。吉田委員。 

○委員○委員○委員○委員（吉田和子君）（吉田和子君）（吉田和子君）（吉田和子君）  住宅料の収入の入ってない未収の部分のことなんですが、この

表見ていきますと平成７年から平成１１年度までかなりのパ－センテ－ジで落ちてきて

るんですよね。３年前ですか、住宅法が変わって住宅料が安くなりましたよね。その安

くなった分は国から来るとかって聞いたことあるんですが、それが来ないということで、

安くなった分今度は修繕費とかそういうことに必ず響いてくるんじゃないかって事、そ

れはあるかもしれないって、前に話したことあったんですが、このようにして不納、収

められない部分が大きくなってくると、どんどん住宅が古くなってくる。そういう風に

なると住居に入ってる住民の方々の修繕の要求もかなり大きくなってくると思うんです

ね。それに対応するべくこの不納の部分ていうんですか、このことを本当にしっかり対

応していかなければ、本当に建て替えするそのハ－ドの部分を全然歩みを進めていくこ

とができないんじゃないかなという気がするんですよね。本当に今の不況の時代ですか

ら、それが１番大きな要因になってるんですけれども、その中でもこのどのような対応
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されてるのかなあと。前には住宅へ住んでるから勤め先の給与からも月賦ででも引いて

もらってるとか、そういう方法も確かとってられるように記憶してるんですが。その辺

どのように今対応されてるのか、伺いたいと思います。 

○都市整備課長（三戸功二君）○都市整備課長（三戸功二君）○都市整備課長（三戸功二君）○都市整備課長（三戸功二君）  滞納者に対する対応につきましてはですね、まず基本

的にはですね、まずやはり相手からすればひつこいっていう風に言われるかもしれませ

んけどもね、そういう地道な努力をまず重ねるってことが、まず１つどうしても必要か

なっと言うふうに思っています。当然ですね、滞納をすることによるペナルティていい

ますかね、これは一応明け渡してもらう１つの要因にもなりますよという風には、話は

しておりますけれども、実際１番のですね、特効薬と言えるかどうかわかりませんけど

も、そういうその明け渡し訴訟までのことをですね、考えることも１つ必要かなっとい

うふうには思っております。ただその間においてはですね、やはり緻密な督促なりです

ね、徴収、これをやっていくという、今の段階その方法ぐらいしか実はないんですけれ

ども、そうかといってやはりこのいつまでもですね、そういう我々の対応にもかかわら

ずですね、依然として聞く耳もたないというようなですね、悪質さに対してはですね、

やはりもう少しガンとしたですね、対応していかざるおえないのかなあと、そんなふう

には思っております。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君） 保証人が必ず２人ぐらい付きますよね。やっぱり滞納してる方

には保証人にまで必ず確か連絡等が行って、本人にも言ってほしいとか、それから保証

人に対してのその対応っていうのは何かやっていらっしゃるんでしょうか。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  はい、課長。 

○都市整備課長（三戸功二君）○都市整備課長（三戸功二君）○都市整備課長（三戸功二君）○都市整備課長（三戸功二君）  これは当然ですね、まず本人がそういう対応をしてで

すね、本人とのまず話し合い、それがまず１番ですが、当然連帯保証としての保証人で

ございますから、こういう状況にありますよってことは保証人の方にもですね、これは

逐一説明をさせていただいております。その中で例えば保証人の方もですね、そういう

状況わかりましたと、これ本人によく話をしますとかですね、そういうような話を伺っ

てるところもありますし、直接保証人の方がそれを建て替えしてというのはあまり例と

しては出てこないのかなというふうには思いますけれどもね、我々のほうとしては、本

人、それと保証人の方もですね、巻き込んだ中でですね、何とかこれらの回収計ってい

きたいなと。こんなふうに対応してございます。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  いいですか。 

 はい。ちょっと時間があれなんですけれど、簡単に。１４７ペ－ジ質問したいと思う

んだけども。都市計画審議会委員、委員会。これ１１年度には予算化していながら全然

開催しなかったっていうことですね。これは都市計画法の見直しもない年もあったろう

からテ－マがなかったのかもしれないんだけれども。やはり年に１度この情報交換て言
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うのかな、そういうものをすべきだと思うんだけれども。私は都市計画法には非常に不

満持ってる１人なんだけれども、そういう面で年に１度は必ずテ－マがなくてもこの審

議会委員てのがいるわけですから、そういうものを開催すべきだと思うんだけれども。

なぜしなかったのか、その辺りについて、伺いたい。 

 はい。 

○都市整備課長（三戸功二君）○都市整備課長（三戸功二君）○都市整備課長（三戸功二君）○都市整備課長（三戸功二君）  開催をしなかった最大の理由については、諮問する案

件がなかったっていうのがまずそのとうりでございます。今お話がありましたですね、

なくてもというお話ですけれども、この審議会の委員ていうのはご承知のとおりですね、

町長の諮問に基づいてですね、ご審議いただくっていうのがまず基本かなていうふうに

思ってますから、そういう諮問案件ない中で情報交換ていう中だけでの審議会のあり方

がどうなのかっていうのはですね、この都市計画審議会だけでなく全体の審議会にも関

係する話でございますんでね、これはちょっとご意見としてですね、お伺いさせていた

だく程度にさしていただければなあと思っております。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君） 時間が約束よりも５分ほど超過しまして申しわけありません。 

 それではこれで一応都市整備課の審議を終わらせていただきます。 

 休憩に入ります。どうもありがとうございました。 

               休憩  午後 １２時１４分 

 

               再会  午後 １３時００分 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  再会いたしたいと思います。 

 時間的には１時から約２時ですね、港湾課でございますね。それで前もって事務局長

のほうから課長のほうに書類的に行ってると思うんですが、１１年度の施策の説明書で

すね、成果説明書に基づいて約１０分程度ポイントをお話いただいて、あとの残り時間

を質疑のほうにあてたいとこのように考えて進めていきたいと思いますので、よろしく

お願いいたしたいと思います。それでは早速始めていただきたいと思います。どうぞ。 

○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）  港湾課につきましては、一般会計の港湾費と特別会計の臨

海部土地造成事業、港湾機能施設整備事業の特別会計がありますのでよろしくお願いい

たします。最初に白老港の現況について話をしたいと思います。平成１１年度の白老港

につきましては首都圏向けの砂の輸出が非常に好調でございまして、輸入・輸出合わせ

まして約６６万３千トンの取扱高となっております。この数字は全道２４の地方港湾中

フェリ－貨物を除き天塩港についで全道第２位の数字となっております。平成１２年に

つきましても引き続き砂の輸出が好調でございまして、前月１０月ですけれども、貨物

取扱い実績が１月で８万５，７７５トンと。白老港開港以来の月間の取扱高、最高を記

録しております。また１０月末現在で、昨年度の取り扱い実績約６６万３，０００トン

を越えておりまして、今日現在で７０万３，５００トンという数字になっております。
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なお今日は第１商港区から大昭和製紙の紙の積み出しテスト２回目を現在実施しており

まして、もう１隻、もう１バ－スには福岡県の神田から大昭和向けのライムスト－ンを

積んだ船が入っておりまして、今荷物を降ろしてる最中でございます。 

 ご説明いたします前に、平成１１年度主要施策成果説明書に誤りがありまして、財政

課では配布いたしました正誤表の通りでございますので、深くお詫びをいたします。 

 それではまず１４３ペ－ジの港湾管理費からご説明をいたします。８款、土木費４項

港湾費、１目港湾管理費、（１）の港湾行政事務経費ですけれども、これは白老町地方

港湾審議会開催経費と旅費等の一般経費でございます。それから負担金の主なものとし

ては、北海道港湾協会への負担金でございます。次に（２）の港湾施設管理費でありま

すけれども、これは港湾施設の維持管理経費でございまして、需用費の主なものは、電

気料、水道料等でございます。委託料につきましては、道路清掃等の委託料でございま

す。工事請負費につきましては、道路区画線設置工事等でございます。次１４４ペ－ジ

でございますけれども、港湾振興対策経費でありますけれども、需用費は白老港のパン

フレット作成のための経費でございます。補助金につきましては、白老港港湾振興会に

対しての補助金でございます。以上港湾管理費につきましての財源は港湾施設使用料を

全額充てております。次に２目の港湾建設費でございますけれども、（１）の港湾建設

事務経費でありますが、これは港湾建設事業に伴うヒヤリング等のためなど旅費が主な

ものでございます。次に（２）の港湾建設事業ですが、委託料は公有水面埋立期間の伸

長に伴う委託料でございます。これは第２商港区が国を施行している埠頭用地が平成１

２年度で竣工し、町の埠頭用地も一体的に機能するものでありますから、早期に竣工さ

せる必要があるため、分割して期間延伸申請を行うための経費でございます。負担金補

助金交付金につきましては、国の直結港湾事業整備に対する港湾管理者の工事負担金で

ございます。主な事業としてはマイナス７．５メ－タ－、マイナス５．５メ－タ－の泊

地浚渫。それからマイナス７．５メ－タ－、マイナス５．５メ－タ－の岸壁整備。それ

から港湾施設用地の造成。島防波堤３０メ－トルの延長が主なものでございます。これ

により島防波堤の総延長は、５００メ－トルとなっております。（３）の港湾機能施設

整備事業特別会計繰出金ですが、これは港湾機能施設整備事業特別会計の一時借入金の

利子でございます。 

 次に３目の海岸保全費ですが、（１）の海岸保全施設管理費の委託料は、海岸保全経

年変化図作成のための委託料でございます。次に海岸保全施設整備事業は、萩野地区の

離岸堤４７メ－タ－と土止め工５０メ－タ－を図示したものでございます。離岸堤の補

助率につきましては、２０分の１１を国から補助金としていただいております。 

 次に２３８ペ－ジをめくってください。２３８ペ－ジですが、臨海部土地造成事業特

別会計は、埠頭用地の背後を埋め立てまして、港湾関連用地を造成することを目的にし

た特別会計でございます。臨海部土地造成事業費が２億２，６２２万２，５００円。内
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訳といたしましては埋め立て用土砂運搬費が４２８万４，０００円、港湾関連施設用地

造成費が５，１１８万７，５００円、埋立用土砂購入費が１億７，０７５万１，０００

円でございます。これは１㎡当たり約１，０００円の単価でもって購入しております。

財源といたしましては、地域開発事業債が２億２，６２０万円、港湾関連施設用地貸付

収入が２万２，５００円となっております。公債費につきましては９，３８７万３，５

２５円で、起債元金が６，９４４万円、利子が２，４４３万３５２５円となっておりま

す。繰上充用金につきましては、２，３９７万７，１５６円で、これは平成１０年度で

財源不足分が伴い、それに当てるための繰上充用金でございます。 

 次２４１ペ－ジでございます。港湾機能施設整備事業特別会計でございます。この会

計は、上屋や上屋の敷地部分等の造成を行う事業で、港湾機能施設整備事業が６，６４

６万６，５００円で、埠頭用地埋めて用土砂運搬費が２，０１２万８，５００円となっ

ております。公共上屋設計委託料につきまして、１，５１２万円です。埠頭用地造成工

事につきましては、３，１１８万５、０００円で、財源としては港湾整備事業債が６，

６４０万円、一般会計繰入金が６万６，５００円となっております。公債費につきまし

ては、一時借入金の利子でございまして、２６万６，２１１円で全額一般会計からの繰

入金となっております。 

 以上でございますけれども、よろしくご審議のほどをお願いします。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君） それでは一番最初に戻りまして、１４３ペ－ジ、４ペ－ジ、

５ペ－ジですね、６ペ－ジまで。この中でご質問のある方、委員の方どうぞ。 

 はい、野村委員どうぞ。 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）  港湾使用料の関係なんですが、この資料だけ見るとあっち

こっちで分散されてかかれていて、足してきゃいいんでしょうけど、平成１１年度の港

湾使用料、色々な項目があると思うんですけれども、この内訳とですね、過去９年１０

年との比較は表として出てたのありますか。後で結構ですが、あればそれをちょっと見

せていただきたいと。 

○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）  わかりました。 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）  それだけです。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  そうですか。 

 すぐ出ますか、その資料は。 

○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）  一般会計だけでよろしいですね。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  今あとで資料が提出されるようですけれども、他にどなたか

質問があれば。 

 はい、根本委員どうぞ。 

○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）  まず２、３点聞きたいと思いますが。まず、ポ－トセ－ルスの

状況ですね、今どのような展開をされているのか、今後に向かってですね、大昭和製紙
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も利用もあるというふうに今お伺いしましたけれども、そこら変はどのようにこれから

ご理解していくのか、方針はどうなのかというのがまず１点。そしてあそこで臨海部土

地造成を行ったわけですが、その土地造成に行った後ですね、企業がはりつくと思うん

ですけれども、その………… 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  根本さん、臨海部のほうまたあとでやりますから。そっちの

ほう行ってからね。 

○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）  どっちみちやるんでしょ、この課で。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  いや、この課ではまあ。臨海部の土地の造成のほうまでは。

あとでやりますけれども。 

○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）  そうですか。そしたら上屋の問題もそっちですね。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  ここに上屋が載ってるか。後のほうにあるなあ。港湾機能の

方だろ。そっちのほうで聞いていただければと思うんだけど。その点については。 

○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）  そうですか。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  まだ後でやりますから。 

 じゃあ、最初の方の。はい。 

○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）  それじゃあお応えします。ポ－トセ－ルスの状況でござい

ますけれども、まず来年の４月から第２商工区が開港する予定になっておりまして、そ

のために港湾課としても是非大いに利用してもらわなきゃならないということで、ポ－

トセ－ルス積極的に行っております。まず苫小牧地区、室蘭地区の荷役会社、船舶代理

店を訪れまして、白老港の状況をＰＲした他、色々取り扱い貨物等について、苫小牧港、

室蘭港の状況について教えていただきまして、ポ－トセ－ルスをやってきたわけですけ

れども、今の状況をお聞きしますと、まず物流につきましては主に札幌向けの物流関係

が多いということで、まず白老港に揚げても苫小牧港よりもコストが安くつくことは考

えられないんで、今のところは札幌向けのものについては非常に難しいのではないかと

いうことでございました。それでも白老港の地元企業がございますので、地元企業のも

のを原材料もしくは製品についても積極的に利用していただくように、地元企業含めて、

地元企業も回りまして、ＰＲ活動をしております。その他、こないだ港湾大会で東京行

ったついでに船会社、それから砂の荷主の方にお伺いしまして、７．５メ－タバ－スに

大きな船を入れていただくように要請をしております。それから砂会社のほうに行きま

してもマイナス７．５メ－タ－を是非利用してほしいと。大きな船で首都圏へ向けの砂

を輸出したいという要望がございました。ですけれども今の時点ではマイナス７．５メ

－タ－のバ－スでやりますと、他の製品に、他の出荷に影響及ぼしますので、今のとこ

ろちょっとマイナス７．５メ－タ－で砂の利用についてはちょっと今のところ難しいよ

うな状況になっております。今後につきましても、苫小牧室蘭地区の荷役会社、それか

ら船会社、船の代理店を通じて積極的にＰＲする他に、町内企業も回りまして、今まで
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にＰＲ活動だとか利用についてお聞きしてますけど、これからも積極的に白老港の港で

すので、是非利用して、白老町の企業が物流コストを下げて競争力をつけていただくよ

うに努力をしてまいりたいと思っております。以上でございます。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  よろしいですか、根本さん。 

○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）  はい。 

○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）  港湾施設使用料ていうのがあって、例えば１４３ペ－ジの１番、

港湾行政事務経費。これは私の解釈では、使用料の中から使っているんですよ。それか

らその下のほういって（２）の管理経費も使用料から行ってますよ。それからその次の

ペ－ジですが１４４ペ－ジも港湾振興対策経費もこれも出てますよということなんです

けれども、この港湾施設使用料として全体で、全体ってのは平成１１年、全体でいくら

入ったかはどこ見たらわかる。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  それさっき資料としてね、野村委員のあれで、今資料を提出

されるようですから。それでわかると思います。 

○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）  はい、わかりました。 

 ２つ目ですが、１４３ペ－ジの２、管理経費のうちの１３番の委託料の問題ですが、

委託料が２８３万ほど出てるわけですけれども、港湾の清掃業務あるいは臨港道路の清

掃、あるいは臨港道路の汚水排水管理清掃といった業者は入札で決めるんですか、それ

ともこちらから指定で地元業者っていうことですか、どういうふうになっていますか。 

○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） ３社から５社ぐらいの業者でもって入札で決めております。 

○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君） 最終的にはどこに決まったの。 

○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）  決まった会社ですか。平成１１年度の清掃委託、それから

汚水管清掃業務委託を請け負った業者っていうことですか。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  いいですか。わかんない。 

○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）  いや、わかりますけれども、今担当が…… 

             ［「調べてる最中」という者あり］ 

○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）  いいですか。その業者とは年間契約なんですか、それとも１回、

例えば年間に４回やるとすれば１回毎に入札するとか、どうなんですか。 

○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）  年間契約でございます。 

○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）  よくゴミがひどいので、例えば港湾課からも出てくとかそういう

ことが新聞ニュ－スなんかにもなってますよね。それと清掃業務との関係は、どうなっ

てるんですか。 

○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）  業者に道路等については道路専門の町道やなんかと同じよ

うな感じで委託をしておりますし、ゴミの収集につきましては高齢者事業団に委託して

おりまして、週何回と年間のタイムスケジュ－ル決めまして、ゴミ拾ってもらう日だと

か、トイレを清掃してもらう日を決めて実施しております。ただそれだけではものすご
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いゴミの量なもんですから、お祭りだとかそういう前の時期に港湾課、それから漁組、

それから港湾振興会、それから港湾利用者等集まりまして、一斉に清掃を年に何回かは

実施しております。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  いいですか。 

○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）  そこで業者が年契約ですよね、そうすると１２ヵ月ですよね。そ

れは別にこっちから指定するわけでなくて、業者が自主的に出て行って掃除をすること

になりますか。 

○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）  まず道路につきましては、決められた時に、こちらの方で

決めたときにやっておりますし、それからゴミの拾うのとトイレにつきましては、もう

年間ほとんど毎日のように、週３回４回やるようにこちらの方でもスケジュ－ル決めま

して、それに基づいて実施しております。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  よろしいですか。 

 野村委員、今資料が出されたんだけど、それに基づいてなんかご質問あれば。 

 いいですか、後にしましょ。他にどなたかどうぞ。 

 はい、吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）  港湾課に聞いていいのかどうかわからない、ちょっと今お話う

かがってて、説明の中で砂の輸出が平成１１年度で６６万３，０００トンで全道２位で

あったと。とにかく砂の輸出っていうのはすごく今港においては大きな役割を示してい

るってことなんですが、そのお話うかがっててすごく喜ばしいことなんだなあと思いな

がら、この砂っていうのは白老から取れたものなのかなてちょっと単純に考えたんです

けど、白老の土地ていうのは決められてますよね、どんどん大きな船で出せるように東

京白老会でもお話してきたということうかがって、今随所で掘って砂を出してそこの山

を削ったものを埋めているというのは、自然をかなり破壊していくっていうことになる

と思うんですが。聞いていいのかなと思ってちょっと………産業経済かなとも思ったん

ですけれど。ずっとこのまま続けていかれることになるのかなってちょっとなんか不安

を抱きながら。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  産経の方でこの次やる……… 

○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）  はい、わかりました。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  他にはなかった。 

○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）  いいです。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  そう。 

 はい、野村委員どうぞ。 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）  港湾施設の使用料。これ１１年度だけ頂いたんですね。１

０年度はちょっとまあ入らないんですが、１０年度は約１，６５０万程の使用料があっ

たんですよね。この資料見たら、今頂いた１１年度のト－タルでいくとだいたい１，２
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９０万程度で、貨物の取り扱い量はかなり増えてるのに収入が減ってるっていうこの理

由ですね、どうしてなんでしょうか。それともう１つは、１０年度の使用料の中に船舶

給水施設使用料てのがあるんですけどね、１１年度はそれはありますね、あります。貨

物がどんどん増えてくれば全道の地方港湾の中の第２位なんですから、どんどん増えて

くると当然それに伴って収入も増えるんでないのかなという素人なりの考えあるんです

が。実際はわずかですけれど３００万程度減ってる感じなんですね。これは僕の間違い

なのか。 

○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）  えっとですね、作業船が多ければ長期間ですね、例えばず

っと借りますんで、その期間の１月は１月、２月は２月ずっと使用料としてもらえるん

ですけれど、貨物船ですと１に例えば５００トンの入れば９円ですから４，５００円。

一日入っても４，５００円しか貰えないという関係からもってですね、工事の作業船が

多ければ多いだけその収入はあるんですけれども、砂の伸びは増えても工事の作業船の

係船してる期間の短いとかその作業船の数が少なければ収入が減るというような状況で

ございます。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  扱い量と比例しないっていうことかい。 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）  要は入港する、港に出入りする船の隻数によって収入が違

うということなんですね。だから、船が大きくなって荷物を運び出す量が増えると。そ

うすると量的には取り扱い量的には増えるんだけども、実際に運ぶ船の隻数的には少な

いと。そうすると収入はないんだということになるんですか。 

○港湾課長（松井俊○港湾課長（松井俊○港湾課長（松井俊○港湾課長（松井俊明君）明君）明君）明君）  いや、船のトン数でですね、１トンあたり約９円て決めら

れてますんで。 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）  １トンあたり９円。 

○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） ええ、５００トンですと５×９＝４５で４，５００円です。

１，０００トンになりますとそれが９，０００円になると。要するに船のトン数が船が

大きくなれば大きくなっただけ２４時間の使用料は増えますけれども、そういう風に増

えていく他にですね、工事の作業船てやつは例えば３月なら３月停まりますんで、９０

日間も例えば５００トンでいえば貰えますのでそういう意味で長期間ずっと専用的に使

ってくれる船が多ければ使用料は増えますし、その工事の作業船が去年までは３ヵ月い

たやつが１月分しかなくなるとその３分の１てことなんです。大きな理由は工事の作業

船が長期間沢山使って貰えれば収入は増えるけれども、少ないとか期間が短ければ、収

入は減りますっていうような状況です。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  はい。野村委員どうぞ。 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）  そうですか。僕あの認識が違ってたとは、白老港からどん

どん荷物が出てくのが増えると当然それに伴って港の収入が増えてくるというふうに思

ってたの。そうすると貨物の取り扱い量と収入とは全く関係ないと。要は入ってくる船
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の大きさによって収入が変わるんだと。それとヤ－ドの使用量、それによると。 

○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） はいそうです。 

○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）  野村委員のおっしった通りなんで…… 

 要するに、貨物船だけを比較しますとその船のトン数増えたり貨物船が大きくなった

離隻数が増えれば収入はもちろんそのまんま増えます。それ以外にプラスαの部分とし

て工事の作業船の使う使用量が入ってくるもんですから、その一般商船だけ見れば増え

てます。ただ作業船を比べますと、作業船が多く沢山使ってもらえた年は収入が増える

し、工事の作業船が少なくなったり期間が短くなりますとその収入が減るというような

状況です。ただほんとの一般商船だけ比べれば、貨物の伸びに比例して伸びていきます。 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）  ということは、これからのポ－トセ－ルスというのは要す

るに、できるだけ大きな船をこの白老港にどんどん入れてもらうという視点でポ－トセ

－ルスをやらなきゃならんのですね。 

○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）  そうですね。 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）  小型船がいくら入ってきて…… 

○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）  小型船が入って、数が沢山入ればそれでも伸びますし、大

型船入れば余計伸びますと。 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）  なるほど。わかりました。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  確認するけどね、８０万トンが９０万トンになっても必ずし

も使用量は上がらないという意味ですね。 

○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）  いや、原則的には…… 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  それじゃあ船は量が多くなるから、だから必ずしも比例して

はいかないっていうことですね。 

 はい、どうぞ。 

○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）  作業船を除きますと絶対増えてます。そのプラス作業船の

部分が減ったり増えたり大きいもんですから、それに全体の収入に占める作業船の使用

量が大きいものですから、その作業船が少なくなったり多くなったり期間が伸びたりす

ることによって、貨物船に対する一般商船の使用量に相当影響を及ぼしてるという形に

なります。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  そういう意味なんだ。野村委員いいですか。 

 はい、どうぞ。 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）  ちょっと聞きたいんだすが。船に積み込む岸壁に重機持っ

てきて使用してますよね。岸壁の使用料てのは当然取るんですか。 

○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）  船の係船使用料は２４時間まで１トン９円で５００トンで

あれば４、５００円。後そのヤ－ドとして砂の使ってる堆積してる場所についてのみ使

用料貰ってますけれども、その重機持ってきて荷物積む分については係船使用料の中に
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含まれてるていう、使用料ていうそういうものは取っておりません。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  よろしいですか。 

 はい、どうぞ。 

○港湾課主幹（後藤光雄君）○港湾課主幹（後藤光雄君）○港湾課主幹（後藤光雄君）○港湾課主幹（後藤光雄君）  先ほど宗像委員から質問がございました清掃委託関係の

業者なんですが、港湾施設の清掃業務委託、これは高齢者事業団で、先ほどお話があり

ましたけれども。それから臨港道路の清掃委託につきましては、クリ－ンアップ、これ

苫小牧の会社でございます。その次の臨港道路の雨水排水管清掃業務ですが、これは白

老清掃社でございます。その次の芝生の管理業務委託でございますが、これは岩崎組で

ございます。最後になりますが、船舶給水の業務委託につきましては、岡田重機でござ

います。以上です。 

○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）  委員長、ちょっと訂正したいんですが。先ほど入札でてい

ったんですけれども、高齢者事業団と岡田重機については入札を行っておらず、１社随

契でやっておりまして、それ以外は入札しておりますけども、高齢者事業団に発注した

部分とそれから船舶給水についてはあそこでやってる町内の業者は岡田さんしかないん

で、岡田さんに頼んで船舶給水してもらっておりますので、それについては１社随契で

やっております。 

○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君） 私が聞いたのは、金額はそんなにびっくりする額ではないけども、

せっかく白老にある港ですからやっぱり業者は地元業者っていうふうに……ていうこと

で想定して言ったわけですが、たまたま臨港道路清掃ですか、クリ－ンアップていうこ

れだけが苫小牧であと他は全部白老ですよね。ということで、理解しました。いいです。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  それではもう少し先に進みます。２３８ペ－ジですね。臨海

部土地造成事業特別会計。これだけでいいかな。もう１つ。それから、港湾施設整備事

業ですね。これと２つ一緒に合わせてご質問のある方はどうぞ。 

 はいどうぞ、いいですよ。 

○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）  土地造成をやってるわけなんですが、それに対する新たな企業

進出の計画ていうのかそういうのは出てきてるのかどうなのかっていうことと。それと

あそこで今上屋がほぼ８０パ－セントぐらい出来上がってきました。非常に立派な上屋

だと思うんですけれども、それについてあれが完成後ですね、どのような形で運営され

ていくのかもう出来上がってると思うんですが。例えば管理主体がどこになっていくと

か、そういう部分をお聞きしたいと思います。 

○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）  まず臨海部の土地造成事業ですけれども、現在埋立まだす

べて終わっておりません。また道路工事、下水道工事、水道工事もまだ途中でございま

す。平成１４年度にすべて埋め立て、それから下水、水道、道路等が完成しまして、１

５年度から売却募集の予定となっております。現時点では、１社ほどからですね、もし

埋立造成が完成して売却するようになったら是非利用したいんで、その時点で教えて頂
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きたいって会社が１社ございます。それから上屋について完成後どのような形で運営し

ていくのかについてのご質問ですけれども、上屋につきましては町が直接運営していく

考えでございます。本当は民間に委託すればいいんですけれども、公共施設ですので、

第３セクタ－のような民間に委託はできないということで、直営で運営していきたいと。

ただ人は置きません。今後ですね、料金が決まりますと条例案を議会に提出して募集し

ていくことになりますけれども、その時に専用貸しと一般貸しとございまして、ほとん

どが専用貸しだろうと思いますけれども、それに使う方でもって戸締まりだとか電気の

消灯等々をしていただいて、後は場所の貸出等については町が責任をもって行うという

ことで港湾課としては今の時点でそういうふうに考えております。 

          ［「そうか、町でやるのか。」というものあり］ 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  １１年度は上屋の問題はないね。 

          ［「ないです。」というものあり］ 

 １２年度以降だね。その他ありますか。どうぞ。 

 なければ私からちょっとお聞きしたいんだけれども。町債の残高ね、これどこで見れ

ばいいのかな。港湾に関しての……港湾に関する、何か載ってるか。港湾に関するね、

港湾の部分だけてのには分類してないのか。港湾関係だけってのは６０なん億だなんて

のが一時出たことがあったよなどっかで、見たんだけども……現在高。 

○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）  ちょっと今財政に聞いてみます。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  財政課。一生懸命さがしてるんだけど。どっかに載ってない

か。 

○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）  起債の発行の仕方で公共事業臨時特例債だとかってなって

しまってます。道路だとかすべてたささって全部出てますんで。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  でもね、何かのときに白老町の地方債は１６０なん億で、総

額でですよ。そして港湾に関しては６０何億だなんて数字どっかで見たような記憶ある

んだけど、ないかい。と言うことはそれだけ別に分類されているんでないのかなと。課

長そういう数字見たことない。ない。そうかな。何かで見たような記憶あるんだけど。 

 はい、課長どうぞ。 

○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）  ちょっと１回財政課に確認させてください。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  いいわ。そしたらね、財政課で。まだ財政課はやってないん

ですよ。これからなんだけれども、できうればね、そういうことについても港湾課とし

ても港湾に関する地方債としての残と、それに対する処置がどのくらいになるのかと、

町の持ち出しがどのくらいになるのかという説明も欲しいんだけれども。予算書に載っ

てるか、載ってないですか。予算書か。ああ予算書だ。そうだ。１１年度は見込みだも

んな、これではね。予算書でいくと、６８億で１０年度末で載ってる。３８５ペ－ジ、

予算書ある。 
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○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） はいあります。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  １２年時の予算書ね、３８５ペ－ジさ。 

○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）  はい、ございます。 

○委員長（加藤正恭○委員長（加藤正恭○委員長（加藤正恭○委員長（加藤正恭君）君）君）君）  １０年度末が６８億、１１年度は見込みで７０億ぐらいとこ

ういうふうに書いてあるんだけど、決算が一応出たのでこの数字がどのくらいかってこ

とわからるんでないのかなって思うんだけれど、どうだい。財政か。 

○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）  ちょっと財政……… 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  やっぱ財政か。わかった。港湾課としては別にこさえてない

んだ。 

○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）  はい。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  財政課でこういう分類をしてるっていうことかな。そうか、

わかりました。じゃ財政課のほうでまたお聞きしようと思います。 

 はい、斉藤委員 

○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）  港が第１商港区開始されてから約５年ぐらいですか。順調に実

績を伸ばしてきている。この港を使い出してから順調に伸びてきているという大変うれ

しいことなんですけれども、この場でないとあえてこういう話しできないからちょっと

言いたいと思うんですけども。私達の一番心配していることは港湾をどういう風に将来

維持して行けるのかというね、そのことだろうと思いますよ。何でそういうことが出て

くるかというと、前にもお話してると思うんですが、新聞なんか見ててすごい実績を上

げてるのが砂である。これは間違いない事実。先ほどもちらっと出たけども、これはね

別なところでやるってことでいいんですけども、砂だけでも、じゃあ砂なくなった時に

港が持てるのかどうかっていうことも考えなきゃならん。そういうことを十分計算の上

で港を考えているのかなということと、先ほど企業進出の問題が質問されましたけれど、

企業進出の中でも今ぼちぼち問い合わせがあるとかね、これからもっともっと目標に向

かって頑張っていかなきゃならんというような、そういうような先が見えるのか見えな

いのかわかんない状況の中でね、本当に港ってのがこの町民に胸を張って維持できます

と、大丈夫なんですと言い切れるのかどうなのかっていうことね。その辺りがね、もっ

とすっきりしたいなという気があるんだけれども、今までの経過からいってね、どこど

ういう風な検討されてるのかね、もしあればお聞かせ願いたい。 

○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）  港湾につきましてまず地元企業が先ほども申し上げたんで

すけれども、企業体力をつけてもらって、そして設備投資などしてもらえば雇用の場を

確保できる。それから石山工業団地等にも港があることによって企業が進出すれば地元

の学校を卒業した人の働く場ができるだろうし、地元企業にも沢山いいような条件にな

るんじゃないだろうかということでやっておりまして、砂につきましては今の見込みで

すと１０年かあと２０年ぐらいでなくなるだろうというような推定もございます。その
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推定ですんでこれがそのとうりになるのか５年経ったらもうなくなるのか、また３０年

も持つのかその辺ちょっとわかりませんけど、そういうような状況でございます。今後

につきましては、港が整備されることによって大昭和製紙、旭化成等の地元企業、また

は石山工業団地に進出している企業が白老港を利用して、製品を出荷したり原材料を輸

入して頂くことによって、雇用の場、それから各種運輸それから荷役等の働く場もでき

るし、そういうことにとって町民にとってプラスになるって考え方で港を進めておりま

す。ですんで、砂がすべてなくなったらていうのは困りますけれども、砂がなくなって

も地元の、そういう地元企業の企業なり増設してもらうとか、体力つけて今以上に雇用

を増やしてもらうとか、そういうことを考えてやっております。また臨海部の土地造成

事業につきまして、企業進出って話でございますけれども、ここは都市計画基本法上の

商港区に位置づけされておりますので、ここで工場を建てて操業するとかってことはで

きません。あくまでも港関連の上屋だとか野積みだとか荷物を置く場所という形でしか

使えません。そういうことで我々としては第２商工区に揚げた荷物を保管する場所だと

か鋼材でもそういう物でも保管してもらう場所としようということで考えておりますの

で、その荷役会社等に船を入れてもらって、そういう臨海部の土地造成を買っていただ

いて、そういう運輸会社の倉庫、トラックヤ－ドにしてもそういう物に是非使っていた

だきたいということで考えております。以上でございます。 

○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）  港が整備されてこれからそれを取り巻く企業、特に地元の企業

が体力をつけ、今後の努力でこれを支えていくんだというこういう期待というのはもち

ろんそうだろうと思うんですが。だから一つのこれは企業なわけですから将来先こうな

りますってはっきり言えないことはわかるんだけども、でも今後の努力に待つってこと

だけで本当に確信が持てて、持ってっていいもんなのかどうなのかってね。さっき話し

聞いて利用の問題でも、利用料の問題でも船の大きさに関わるなんてこと言われるとね、

じゃあもっと港を大きくしたり深くしたりなんてなね、そして今条件を整えるためには

さらにもっと港に金を賭けてやって行かないと維持できないんだなんてのはね、そうい

う形にならないのかってね。そういう心配が払拭されればね、本当にこれ頑張ってねい

かなきゃなんないと思うんだけども、やっぱり何かしら一抹のそういう不安てのはね、

常に抱えているんだってね、そんな気がするんですけどね。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）     答弁は、いいんですか。 

○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君） いいです。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  はい、どなたか。はい、野村委員どうぞ。 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）  直接１１年度決算と関係ないんですが、先程根本委員から

の質問に関連して、これから完成する上屋の管理がそのものは町でやりますよと。荷さ

ばきはこれ民間でやるわけですよね。その荷さばきの業者ってのはあそこへどんな品物

を置こうと、それは特定の業者でやるべきだろうと。それはこれから決めるって事です
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か。 

○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）  先程も申したんですけれど、あくまでも上屋の管理等につ

いては町が直接やって、職員がそれをやると。それから荷さばきにつきまして、その利

用する方がそれぞれ自分たちで使っていただく形になりますので、やる方がそれぞれ荷

さばきをやってもらうという形になります。 

○副委員長（○副委員長（○副委員長（○副委員長（野村茂樹君）野村茂樹君）野村茂樹君）野村茂樹君）  ということはあそこを利用する荷主がその荷さばきの業者

を連れてきてあそこで荷さばきをやるんです。そういうことなわけなんですか。特定業

者にあそこの上屋を任せて、いろいろな品物が来ても特定の１社なら１社の業者がやる

ってことじゃなくて。そういうことなんですか。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  課長、はいどうぞ。 

○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）  使う荷主の方がそれぞれに荷さばきを自分で。もし自分が

直接やるんでしたら自分がやってもらうし、自分でできなければ、そこの委託した業者

にやってもらうと。あくまでも荷主の方が責任においてその荷さばきをやってもらうと

いうことになります。 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君） もう１度確認。そうすると、荷主が白老町の内の運送業者

なんじゃなくて、例えば苫小牧、室蘭にそれなりの重機を抱えてるとこ連れてきて、そ

いで荷さばきをやることも可能になってくると。せっかくの港の中で若者が働ける場所

ってのはなくなっちゃうよって感じなっちゃうよね。そういうことになるとね。 

 はい、わかりました。 

○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）  今上屋の関係とそれから一般の港湾の荷役につきましては

白老港が指定港ではございませんので、法律上自由に誰でもできるっていう形になって

おります。ですんで、例えば地元の会社が地元の人が会社作ってやってもいいし、地元

でやられてる方もありますんで、そういう方がやられても結構ですし、苫小牧もしくは

室蘭なりにそれぞれじゃあ今まで港湾に荷揚げやってた方が来てやられてもそれにつき

ましては法律上の制限はありません。 

○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）  単純な質問なんですけども。港湾使用料１トン９円ということで

すけども、これは近隣のね、整備された港とはちょっと比較ならないとは思いますけど

も、どのくらい他の港、地方港湾も含めてね、どのくらい代表的なとこちょっと教えて

もらいたいの１点と。それからこの港湾使用料取るっていう船はね、貨物船だけなんで

すか、それともたまたまね、加工船がね、入ってきたとかそれから大きい漁船がたまた

ま来たとかっていったね、それからたまたま自衛艦が入ったっていう場合にはこの辺の

港湾使用料ってのはどうなのかちょっと聞きたいんですけど。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  はい、課長。 

○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）  港湾の使用料１トン９円、約９円なんですけども、ほとん

どどこの港も同じような料金で、その体制が２４時間で９円もらうのか、その時間性に
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よって若干違います。それから他所の漁船等が来た場合についても漁船は漁船基準ござ

いまして、トン当たりなんぼということでもらうようになっております。商工区につき

ましてはだいたい他室蘭だとか苫小牧とだいたい同じような料金でやってますし、漁船

につきましてはですね、登別漁港が北海道管理条例で漁港利用料とってますので、あく

までもその町内の漁業者が登別に着けるのと白老に着けるので料金違ったらおかしいん

でないかという話しになりますんで、あくまでも漁港の漁船の利用料については、北海

道の漁港管理条例と合わせまして、虎状浜の船が登別漁港使っても白老漁港の人が白老

漁港使っても料金同じになるように、道の漁港管理条例を準用して、漁船については料

金定めております。他所の漁船が来た場合については、その漁船の部分の利用料として

もらっております。国・道の船につきましては、利用料は免除しております。 

○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）  漁船て１トンどのくらいなんですか。 

○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）  ちょっと今調べさせていただければわかると…… 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  はい、課長どうぞ。 

○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）  条例で書いてますんで、今ちょっと条例手元にないんでわ

かんないですけど。 

○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）  わかりました。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  いいですか。他なければ、この辺で…… 

○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）  すいません、じゃあ１つ。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  はい、宗像委員。 

○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）  平成１１年じゃないんですけれども、確か今年去年だと思うんで

すけど、死亡事故がありましたよね。釣り人が一人。それからトラックがひっくり返っ

てありましたよね。そういうときに町としてもやっぱり黙っておけないと思うんです。

町の施設のとこですから。その辺の責任度合いっていうんですか、義務っていいますか、

それはどうなってます。 

○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）  まず白老港の利用につきましては、町民が港に触れ合うっ

てことであまり規制はしたくないと。ただ、危険な場所、その防波堤の先端だとか第２

商工区、第１商工区等に荷役やってる場所については危険ですので、立ち入り禁止の看

板は建てております。なるべく立ち入らないようにしていただくってことで、努力はし

てるんですけれど、それでも入っていかれると。それから海保だとか、警察の方に聞か

れても注意してもかえって反発してくってかかってくるだけだということで、どうにも

ならない状況です。ですんであくまでも立ち入り禁止って書いてあるところに入るなっ

てことで自己責任でもって全部やってもらうということしかないと思います。あくまで

も自分の身は自分で守ると。安全なとこについてはその立ち入り禁止の看板は立てない

と。すべて安全というわけには、港ですから、安全な場所はないですけれど、落ちても

すぐ上がれるような場所については、立ち入り禁止の看板は立てておりません。特に危
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険な場所、特に防波堤に立てて、そしてまた入ってその防波堤からテトラのほうに渡っ

て結構釣ってる方がおりまして、どう見ても非常に危険なんですけど、注意しても反発

されるだけっていうような状況でありますんで、あくまでも自分の身は自分で守ってい

ただくというのが原則でございます。 

○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）  注意はしても事故が起きてしまった、この事故起きてしまったと

き。今年の実例でいいんですけど、まさかそういう風に注意してるんだから後はしらん

よとしらんぷりもできないですよね。それで例えば今年はこういう風に対応しましたと

いうのがあれば、お聞かせいただきたいんですが。 

○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）  事故後の状況ですね、すぐうちの場合トラックでプレジャ

を下ろすときに落ちた方についてはすぐうちのほうから漁業やって半分漁業で半分その

港湾荷役に従事されてる方で、ダイバ－の資格持ってる方、ダイバ－の道具をもってる

方にですね、すぐその方に連絡して、すぐ潜ってもらって救助と。それから町内の重機

屋さんと町のほうで連携とってすぐにクレ－ン車持ってきて揚げてもらうようにしてや

ったんですけれども、結局３０分ぐらいかかって、３０分後ですね、やっぱり重機やな

んか持ってきてそのダイバ－の方潜ってやっぱり３０分ぐらいかかってしまって、それ

でダイバ－に潜ってもらってその重機屋さんで揚げてもらったというような状況とって

おります。それから今後につきましても、うちのほうで消防、警察等全部打ち合わせ、

漁組とも打ち合わせしてまして、もし自己があった場合すぐダイバ－の方と重機の方に

出動できるようにお願いはしております。特にまず第１報は消防に入ると思いますので、

消防のほうにダイバ－の方とか重機屋さんの連絡先を全部知らせておりまして、もし第

１報で落ちたという報告が入ればすぐその消防から重機屋さんとダイバ－の方を手配し

ていただくように態勢は整えております。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  よろしいですか。 

○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）  はい。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  はい、だいたい審議時間にまいりましたので、なんかないよ

うですから、この辺で終わらしていただきたいと思います。港湾課の皆さんどうもあり

がとうございました。 

 １０分まで休憩をいたします。 

               休憩  午後 １時５９分 

 

               再会  午後 ２時１４分 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  休憩を閉じて１１年度の決算審査特別委員会を行います。こ

れからは、産業経済課と農業委員会と２つの課でございます。時間的には、今１４時１

５分ですから、３時４０分くらいまで一応時間を区切って、それをメドに進めていきた

いと思います。各課長さんには、主要施策成果等説明書についてですね、前もって１０
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分くらい程度ですね、ポイントをご説明願って、できるだけ後質疑のほうに時間を裂き

たいとこのように考えておりますので、そのように進めていきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたしたいと思います。農業委員会のほうはあんまりないと思うんですが、

ないったら失礼ですが、多少はあるんですが、それについてももしあれでしたら端的に

ご説明ねがえればありがたいと思います。それでは参事のほうからですね。一通り説明

お願いしたいと思います。だいたい１０分くらいの範囲内で。審議はですね、区切って

やります。じゃあ、お願いします。 

 はい、どうぞ。 

○産業経済課参事（辻昌秀君）○産業経済課参事（辻昌秀君）○産業経済課参事（辻昌秀君）○産業経済課参事（辻昌秀君）  それでは１０４ペ－ジ。労働費につきましては私の所

管でございますので、これについて先に説明させていただきます。まず５款１項１目労

働諸費につきましては、労働行政全般に係わる経費ならびに（２）は労働団体補助金て

ことで、白老地区連合会への補助金、これを計上して支出してございます。あと（３）

の勤労者生活資金貸付金につきましては、これは金融期間に預託する中でですね、貸し

付けするという部分でございます。あと２目勤労者施設管理費、これは今通称経済セン

タ－て言われてる部分の集会施設部分でございますけれども、こちらについては商工会

に委託してのですね、管理という形にしてございますので、記載してございませんけれ

ども、１１年度の年間の利用者数ですけれども、１４，１２８人ということになってご

ざいます。委託料につきましては、商工会の委託料という形でございますけども、商工

会についてはここの施設については直接使用料をですね、商工会のほうで受け入れると

いう仕組みにしてございまして、商工会で受けている年間の使用料につきましては、約

１４１万円、これ商工会のほうで収入として受けてですね、さらに町の委託料を加えて

ですね、ト－タルとして３７５万円ほどの予算の中で、管理してるという仕組みになっ

てございます。労働費については以上でございます。 

 ６款につきましては、農業委員会の関係じゃないかと……。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  はい、香西局長お願いします。 

○農業委員会事務局長（香西哲也君）○農業委員会事務局長（香西哲也君）○農業委員会事務局長（香西哲也君）○農業委員会事務局長（香西哲也君）  農業委員会費につきましては、ご覧の通りほと

んどがですね、議員さんの報酬と旅費でございます。それが約予算の８０パ－セントを

占めておりまして、あとは運営費につきましてはですね、８０万そこそこで、２０パ－

セント程度ということでございます。その程度でございますけれども、農業委員会の今

の委員の数ですけれども１５名いらっしゃいます。そして月額がですね、委員長が２万

２，０００円、それから委員さんが月額１万６，０００円ということになっております。

そして現在のですね、農業委員の世帯数でございますけども、１３７世帯、そして選挙

人が２８８名ということになっております。以上でございます。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  はい。その次は、飴谷課長さん。 

○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君） それではまず２款の２３ペ－ジ。２款の方（８）と（９）
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でございますね。町有林の管理として。これ石山地区に２０ヘクタ－ルほどございます

町有林の管理経費でございます。７２万７５６円かかっておりますが、これにつきまし

ては６１－６林班約２１ヘクタ－ル２万６，４００本対象とした、これ保険の金額でご

ざいます。次（９）でございますが、これにつきましても石山でございます。除間伐の

作業の委託でございます。それにつきまして、作業路の整備ということで６３０万ほど

かかっております。次に、６款でございます。１０６ペ－ジ。主なものを申し上げます

と。すいません、１０８ペ－ジに。農道の整備事業、それぞれ国費道費を受けて整備い

たしております。中でも飛生地区、道営農免農道の整備事業につきましては、幅員が５．

５メ－タ－、次の石山２期地区の農営農免農道事業につきましても、５．５メ－タ－で

ございます。飛生地区につきましては平成１３年で完了、石山２期につきましては平成

５年から１４年で完了いたします。飛生地区のふるさと農道につきましては、これ１３

年ということで書いてますが、いまんとこ１４年までかかるという考え方でございます。

そして若干付け加えていただきたいんですが、すべて道路舗装なってますが、道路改良

舗装になってます。これは事業の内容ですね。それぞれ飛生につきましては５４２メ－

タ－、石山３１０メ－タ－、舗装６５２メ－タ－でございますが、飛生につきましては

５４２メ－タ－ということになっております。事業の金額につきましては、記載の通り

でございます。 

 次（４）の下でございますが、竹浦地区道営の明渠排水事業でございますが、これに

つきましては平成５年から平成１２年までの工事でございます。これは下の１２年には

井戸の掘削ということで、今年は……まああそこはいろいろあったとこなもんですから、

井戸の掘削工事ということで、平成１２年も８００万ほど事業は見込んでおります。そ

れと次下に入りますが、（５）でございますが、これ農地防災事業ということで、極東

地区のため池等の土砂倒壊防止事業でございますが、これ平成８年から１４年まで行う

ことになっております。工種につきましては３面張の河川改修と言いますか、そういう

工事でございます。全体で２，４６３メ－タ－を計画しております。平成１１年につき

ましては、１４５メ－タ－、平成１２年につきましては３００メ－タ－を計画しており

ます。次でございます。１０９ペ－ジを…… 

 すいません、次１１０ペ－ジをお願いします。１１０ペ－ジの（４）でございます。

補完作物の栽培普及事業助成をいたしております。全部で５７万７，０００円でござい

ます。作物につきましては、ほうれんそう、ニラ、長ねぎ、いちご、ニンジン、なす等

しておりますが、主なものをあげますと、ほうれんそう、ニンジン、ねぎでだいたい占

めております。平成１１年度は９戸が取り組んでおりまして、販売額が３５８万８，０

９５円になっております。そしてこれらの販売先につきましては、苫小牧の青果市場と

地元のス－パ－くまがい、そして地元の工場でございますダイエットクックの方に販売

いたしております。そしてこれらの事業の合計いたしますと約１２０万７，５００円か
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かっておりますが、町の補助金が５７万７，０００円、農協等から６３万５００円をい

ただきまして、全体の事業を行っております。 

 次１１１ペ－ジでございます。モデル甫場設置調査調整事業ですが、これにつきまし

てはハウス型による通年型による食物栽培の体制作りと言いますか、体制作りと技術指

導者の養成でございます。これにつきましては、地元の広川さんていう方が、道立の野

菜技術センタ－のほうに研修派遣として３０日間派遣されております。次はですね、１

１５ペ－ジを開いていただきたいと思います。１１５ペ－ジの白老牛の改良センタ－の

設置助成事業でございます。町の補助金１００万円をいただきまして、平成１１年の８

月１０日に設置されております白老牛改良センタ－設置事業検討委員会が開催されまし

て、開催回数約１８回、開催いたしております。構成が町の農協と和牛生産改良組合、

農業委員会、農協青年部、農協の役員会と町、計１４名でございます。この中で検討委

員会が１８回開催され、そして宮崎県の方に視察といいますか、先進地の研修に行って

おります。これが１４名が参加されておりまして、２泊３日で行っております。その１

００万円についてはその経費がほとんどということでございます。以上６款につきまし

ては以上でございます。 

 次１１８ペ－ジを開いていただいて。すいません、１１９ペ－ジをお開きいただきた

いと思います。１１９ペ－ジの上段にございます負担金でございます。負担金の中でも

登別の漁港の地区設委員会、推進委員会。こちらの方に平成１１年度の負担金として２

３万を決算としてあげております。次、同じく負担金でございますが、これ継続といい

ますか、従来から続いております定額補助の白老救難所の運営事業、虎杖浜救難所の運

営事業、それぞれ２７万５，０００円定額補助をしております。次１２０ペ－ジでござ

います。１２０ペ－ジのこれも補助金でございますが、水産加工廃棄物対策設備改善事

業ということで、７０万１，０６２円これも補助しております。それとこれ借り入れ８，

５００万に対する利率１．４パ－セントですか……の利子補給分でございます。次に同

じ１２０ペ－ジでございますが、漁業近代化資金の利子補給金でございます。それぞれ

白老漁組が上期下期、虎杖浜漁組が上期下期で５８件ずつ借りております。それで合計

で１１６件でございますが、白老漁組と虎杖浜の内訳につきましては、白老が１２１万

４４３円、虎杖浜が２２７万４２０円ということになっております。 

 次に１２１ペ－ジお願いします。１２１ペ－ジでございますが、これ継続事業でござ

いますが、ほっき貝の種苗放流、そしてエゾバカ貝の放流事業、それぞれ計上どおりし

ております。それと次の３番目の漁霊碑等の移転事業でございますが、これ平成１１年

の関係でございまして、これにつきましてはこれまでの漁霊碑が立ってた用地が運輸省

から大蔵省に移管されることにともなって移転したものでございます。総事業費が２１

３万７，５３０円かかっております。次にその下の石山孵化場の取水口の譲岸崩壊災害

普及事業でございますが、これについても事業費４９０万かかっております。工事は連
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結ブロック３７４メ－タ－を工事いたしました。ちなみに崩壊箇所でございますが、約

４０メ－タ－崩壊いたしまして、その分の普及工事ということで、平成元年にウタリ対

策事業で整備した分でございます。 

 次に漁港、漁協の青年部、婦人部の合同研修事業でございますが、平成１０年から行

っております。平成１０年、１１年、１２年ということで、１２年も行いました。これ

も継続事業としての事業でございます。以上でございます。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  はい、まだ。 

○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）  いいですか。林務もあるんですけど。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  林務のほうはまた別。 

 じゃあ課長のほうから商工費の……商工費こっちかい。じゃあどうするかな。順番の

ほうがいいな。順番通りいこうや。林業のほうも、飛ばないで林業やっちゃったらどう。 

○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）  やりますか。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  商工費のほうがいいようですから、商工費のほう入ってくだ

さい。 

○産業経済課参事（辻昌秀君）○産業経済課参事（辻昌秀君）○産業経済課参事（辻昌秀君）○産業経済課参事（辻昌秀君）  はい。では１２２ペ－ジ、７款商工費になります。７

款１項１目、商工総務費については、これ商工行政の一般的な事務経費でございます。

２目、商工振興費の中で（３）の商工会補助金について若干ご説明いたします。１１年

度の商工会の補助金額１，９８２万５，７２８円なってございますけれども、このうち

人件費分ということで１，４６４万７，６８４円。残り運営費、これは経営改善とか地

域改善対策費ですけれども、運営費５１７万８，０４４円という形になっております。

次（４）の中小企業振興資金貸付金でございますけれども、そのうち中小企業振興資金

融資制度。これ表になってございますけれども、貸付実績につきましては４５件で、１

億３，８２９万円なってございます。次中小企業設備資金、シンボルロ－ド関連の融資

制度につきましては、この中の融資枠総額２億３，４１２万８，０００円。これが以前

に貸付した１１年度末の残高ということになってございます。利用件数２６件でござい

ます。次１２４ペ－ジになります。（６）不況対策緊急資金の融資制度ですけれども、

これは国で行う貸し渋り対策に合わせて町のほうでですね、単独で貸し付けする制度で

ございますけれども、平成１１年度の利用件数、ちょっと記載してございませんけれど

も、１４件なってございます。貸付の融資金額ですね、貸付実績につきましては、５，

６５０万円ていう形にになってございます。その関連で保証料の補給金ということで１

３９万９，８４１円支出してございます。次（７）地場産業振興奨励事業、４２万円で

ございますけれども、この中身といたしましては竹浦地区に１１年度開設しました体験

工房メルヘン村の開村事業ということで、広告宣伝費の一部について助成してございま

す。（８）町内消費活性化特別対策事業。これラブラブ白老商品券て言われてる事業で

ございますけれども、平成１１年度につきましては１０年度に引き続き２年目の助成を
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行っておりまして、町からの補助金につきましては３１１万９，４７４円となってござ

いますけれども、全体の事業費といたしましては、商品券分が６，０００万円。これ５

００円券で１３万２，０００枚ということです。５００円券を１１枚綴りにしまして１

単位としてこれで発行してございます。その事務費等につきましても一部を町のほうで

助成すると。６，０００万の他の全体の事務費としては、約６９０万円ほどの支出にな

ってございまして、このうち町として３１１万９，４７４円のですね、補助を行うって

いう形になってございます。つぎに３目企業誘致費ですけれども、平成１１年度のです

ね、企業誘致にともなう立地件数ですけれども２件ございます。石山特別工業地区で１

件、これは北海産業株式会社。建設関係のリ－ス業でございます。あと工業団地外で丸

市食品。これは水産加工品、珍味等の生産という形になってございます。次（２）の企

業立地助成金、１，３９５万４，８００円の内訳でございますけれども、これは過去３

年前にさかのぼっての、さかのぼってといいますかそれまでに立地された企業のですね、

助成を含むということでございますけれども、東日本ウッドワ－クス７９２万５，７０

０円、これは３年目の最終年度でございます。ダイエットクック白老４１２万１００円、

大島工業株式会社１９０万９，０００円。これ３年目ということで最終年度でございま

す。以上３件の支出になってございます。 

 次４目の地域振興券交付事業ですけれども、これは平成１０年度に発行した商品券の

ですね、換金分の支出ならびに事務費ということでございます。１０年度に発行しまし

た商品券、交付額で１億２，５７８万円ございますけれども、これは２万円がひとり２

万円という単位で６，２８９人分でございますけども、そのうち１０年度に換金された

残りのですね、１１年度の換金分ということです。ト－タルとしましては発行額１２億

５，７８０万円に対しまして、換金額としては９９．５パ－セントの１２億５，１５６

万円となってございます。このうちの１１年度としては６，７５４万５，０００円が換

金されたと。その他若干事務費がということでございます。 

 次２項観光費でございます。１目観光対策費。まず観光の状況ということで、１２８

ペ－ジのですね、観光入り込み客数見ていただきたいと思います。観光入り込み客数の

総数ですけれども、表の左側の数字の合計ですね、２０５万３８７人ということでなっ

ております。対前年比ですね、△の１．０パ－セントになっていますけれどもこれちょ

っと訂正させていただきたいと思います。△の２．５パ－セント、前年度の１０年度の

ですね入り込み客数が２１０万２，５６２人。前年度に比較して５万２，１７５人の減

という形になっております。この要因といいますか２．５パ－セントということで大幅

な減ではないんですけれどもやはり団体観光客、ポ－ト地区のですね、そういうものの

減等も含めての数字でございます。若干下回ったとそういうような状況でございます。

それで決算額の中身でございますけれども、まず１２７ペ－ジの（４）、観光施設資源

管理経費ということで、町のほうで管理してございます施設、観光関係の施設がいくつ
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かございまして、まずクッタラ湖の公衆便所等の清掃。これは道の施設でございますけ

れど、委託を受けている部分でございます。あとポロトの公衆トイレですね、ポロト駐

車場に併設した公衆トイレということで１２５万円。これ観光協会に委託してございま

すけれども、これと見合う額ですね、土地の使用料という形で入ってきてございまして、

実際トイレの維持費約４００万～５００万ぐらいかかってございますけれども、それら

については駐車場の利用料金中で賄っている状況でございます。あと元気まちの情報館

の管理ならびに土木現業所から委託を受けてるホロケナシ駐車公園のトイレ。こういう

ものを管理してございます。 次１２８ペ－ジになります。（５）の観光協会の補助金、

２，０８６万２，０００円の内訳でございますけれども、人件費といたしまして１，１

２０万６，０００円。これは観光協会の職員３名いる内の２．５人分でございます。残

り０．５人分については、ポロトの駐車場会計、特別会計ということで、そちらのほう

で支出してございます。残り９６５万６，０００円につきましては観光協会の管理費、

事業費、事業経費、広告宣伝、誘客活動等の経費ということでございます。次（６）観

光協会の特別事業ということでいくつか事業ございまして、その中身としては記載の通

りでございます。また祭りの開催状況についても記載の通りでございます。あと（７）

の観光振興事業ということで、これは広域的な協力体制の中で進めてる事業でございま

して、西胆振室蘭が事務局となっております。登別、虻田、洞爺湖周辺の市町村と一緒

にですね、西胆振ぐるっと一周スタンプラリ－、またＰＲテレビの番組製作ならびにビ

デオの製作、そういうものを行っております。説明については以上でございます。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  はい。後は。飴谷課長また。 

○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）  ９８ペ－ジをお願いします。環境衛生費の方にちょっ

と入っていいですか。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  緑化推進費。 

○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）  よろしいですか。９８ペ－ジ。 

 まず大きいので緑化推進団体育成事業経費ということで、ご承知の白老町花と緑の会

の方に３７８万９，０００円援助しております。次フラワ－センタ－等の管理経費でご

ざいますが、これにつきましては、４５１万７９９円ということで、詳細については後

でまた話します。それでフラワ－センタ－の管理経費でございますが、まず臨時作業お

よび賃金等、花壇の除草委託、そして苗の委託とか諸々のことにかかっております。大

きいもので言いますとフラワ－友の会に５万本を苗の委託をしております。そして、個

人では柏村さん、そして町の緑を守る会に２万本、計１０万本を委託しております。単

価当たり２２円で委託しております。 

 次に（４）でございます。町民植樹祭、育樹祭の開催事業でございます。全部で９６

万２，４３３円かかっております。これらにつきましては、消耗品等手鋸の鋸の買い上

げとかその他の消耗品関係にかかっております。準備の委託料として黒松１，１９４本
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の苗木代とか暴風用の木枠等の金額でございます。次９９ペ－ジお願いいたします。 

 ９９ペ－ジ花壇の造成事業でございますが、ＣＩ花壇、ポロト、社台、臨海、大滝線、

末広にございますＣＩ花壇の造成事業でございます。次フラワ－センタ－の周辺整備事

業でございますが、これにつきましては花の植え、除草等の約１５人工賃金でございま

す。それと、原材料費としては松等の腐葉土の代金でございます。 

 次１１７ペ－ジお願いいたします。（３）飛生の森整備事業でございますが、これに

つきましては飛生の森にあります下刈り等の作業代金でございます。これにつきまして

は道から２分の１の補助を受けております。広葉樹改良事業補助金ということで１万７，

７５４円道から受けております。後（４）でございます。人工林育成特別対策事業経費

でございますが、これにつきましては１００パ－セント補助の道費でございます。８８

万６，１４６円であります。次、３目の白老ふるさと２０００年の森管理費でございま

すが、これにつきましてはまず大きいので委託料の方見ていただきたいんですけれど。

委託料の内２０００年の森清掃管理委託については観光協会の方に委託しております。

この６１９万というのが観光協会に出す委託でございます。後上の方にあります事業費

等は水道、電気等の料金でございます。 

 次のペ－ジ１１８ペ－ジをお開きいただきたいと思います。これで中段に草刈り業務

委託ということで１５３万３，０００円かかっておりますが、これにつきましては森林

組合に草刈りの業務委託をしております。次の白老２０００年の森整備事業経費という

ことで１２４万４，２５０円かかっておりますが、これにつきましてはインフォメ－シ

ョンセンタ－、ポロトの手前のほうの建物ですが、そこの防腐加工処理ということでの

建物の修繕に要しました経費でございます。以上でございます。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  はい。これで説明終わりかな。 

○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）  全部終わりました。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  全部終わりだね。後、工業団地があるか。 

○産業経済課参事（辻昌秀君）○産業経済課参事（辻昌秀君）○産業経済課参事（辻昌秀君）○産業経済課参事（辻昌秀君）  それでは２３６ペ－ジ。ちょっと差し替え分ご覧いた

だきたいと思います。ちょっと色々係数の整理の関係でちょっと把握違いがございまし

て、２ペ－ジ共差換えとなって申しわけございません。 

 それでこれは主要成果説明書につきましては歳出でございますけれども、収入につき

ましては決算書の方に記載してございますけれども、先ほどご説明しました一般会計の

ですね、立地状況の方でご説明しました北海産業分１，３４５万１，９０８円。これが

収入として入ってございますけども、後若干土地の貸付収入等入ってございますけれど

も、これが主でございます。歳出につきましては、１款１項１目工業団地造成費という

ことでございますけれど、実際工業団地の管理経費２６８万円でございます。２款につ

きましては長期債の元金ならびに利子支払い費ですね。過去に借りたものの元金利子な

らびに一時借入金の利息ということで、ト－タルで２億８９８万４，４３４円でござい
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ます。それでここの２款までの分がですね、平成１１年度としてのですね支出。１款、

２款と合計いたしますと２億１，１６６万５，２８３円になるんですけれども、先程ご

説明しました歳入収入の額がですね１，６０７万７，７８８円ということで、差し引き

単年度の収支を出しますと１億９，５５８万７，４９５円の赤字になってございます。

それに加えてですね、次２３７ペ－ジのですね、４款ですね、繰上充用金。これは１０

年度の決算行った際のですね不足分につきまして一応繰上充用金ということで１１年度

からですね一応支出するということで形式的な形をとってございまして、これが９億６，

０１４万７，５８９円なってございます。この９億６，０１４万７，５８９円に単年度

の不足額１億９，５５８万７，４９５円、これを加えたものが決算書の方でですね、も

し決算書ございましたら見ていただきたいんで……決算書の２１ペ－ジにですね、載っ

てございます１１年度の歳入歳出差し引き残額。決算書の２１ペ－ジですね。１１億５，

５７３万５，００８万４，０００円。これが１１年度の赤字という形。累積の赤字でご

ざいますけれども、なってございます。これにつきましては、平成１２年度の補正予算

においてですね、繰上充用金ていう形でですね、一応計上してございます。土地の売れ

行きがなかなか進まないという形の中でですね、これまでの累積の赤字１１億５，５７

３万５，００８万４，０００円なってございます。これらにつきましては、今後の土地

の売り払いによってですね、補っていくと。そういう考え方で今後も進めたいと思いま

すので、よろしくご理解のほどお願いしたいと思います。以上でございます。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  はい。一通り説明が終わりました。あっちこっち入っており

ますが、いちいちそう１つずつやってったら大変なので、ペ－ジ数でぼってきたいと思

います。まず２３ペ－ジだな。２３ペ－ジからこの部分１つと、それから９８ペ－ジ。

それから１００ペ－ジですね。それで１つ区切ります。あそっか、労働費ね。わかりま

した。そいじゃあ９８ペ－ジが１００ペ－ジと。それから労働費。全部入れます。１０

４ペ－ジから１０５ペ－ジ。これについて質問のある委員さんどうぞ。 

 ２３ペ－ジから。いいですね。２３ペ－ジがそこだけ。それからもう１つは９８ペ－

ジ。いいですか、そこで何か……緑化推進費のですね。９８ペ－ジ、９９ペ－ジ、１０

０ペ－ジですね。それからあと労働費と。労働費の１０４ペ－ジ、１０５ペ－ジ。ここ

まで。 

 ありますか。ないですか。本当ですか。 

               ［「なし」と言う者あり］ 

 １０５ペ－ジの労働費全部入りますよ。 

 はい、じゃあ前進みます。それでまた後でね、どっか気の付いたとこ出たら戻ってや

りましょう。その後は、１０６ペ－ジですか。１０６ペ－ジの農林水産業費全部だな。

１２１ペ－ジまで。農林水産業費全部についてありましたらどうぞ。 

 ありませんか。はい、根本委員どうぞ。 
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○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）  あのですね、１０７ペ－ジのですね、上から４行目、１９です

ね。これ北海道土地改良事業団連絡協議会に５０万９，４００円出してる補助金、負担

金として出してるんですけれど、これどういうふうな活動内容なってるのか。ここいい

ですね、１０７ペ－ジ。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  いいですよ。団体連合会に５０万。 

○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）  この連合会はどういうふうな活動内容してるのか。活動内容て

いうか。 

○産業経済課主幹（和野敏夫君）○産業経済課主幹（和野敏夫君）○産業経済課主幹（和野敏夫君）○産業経済課主幹（和野敏夫君）  この北海道土地改良事業団体連合会というところの

負担金につきましてはですね、次の１０８から事業は掲載されてます道営の農免農道整

備事業、それから極東のため池整備事業、それから竹浦の明渠排水事業。これのですね、

各々事業費に割合がありまして、それに基づいてそれの賦課金という部分で土地改良事

業の団体連合会に支払っていると。それの総括がここに５０万９，４００円という形で

負担金として支払ってます。 

○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）  と言うことは、これは外郭団体なんですか。この農免道路……

これ道か何かの外郭団体でこういうふうな支出をしなきゃならないていう。そういう取

り決めなってるんですか。 

○産業経済課主幹（和野敏夫君）○産業経済課主幹（和野敏夫君）○産業経済課主幹（和野敏夫君）○産業経済課主幹（和野敏夫君）  これですね、土地改良事業というのが農業基盤整備

事業、農免農道だとかそれから農業用排水路だとかそういうもののですね、事業のまと

めをやってるところがここに土地改良事業やっている市町村がですね、そこへこういう

事業費割で負担金を払って、そこの活動を行ってるという形になってます。 

○委員（根本道明○委員（根本道明○委員（根本道明○委員（根本道明君）君）君）君）  それはわかったんです。同じような答弁。ただ実態がそれじゃ

あどこにあって、どのような、そうしたら各市町村皆にこれそういうふうな農免道路を

やる場合皆そういうふうにして、ちょっと言葉悪い、ピンハネのような形で取るわけか。 

○産業経済課主幹（和野敏夫君）○産業経済課主幹（和野敏夫君）○産業経済課主幹（和野敏夫君）○産業経済課主幹（和野敏夫君）  そういう形で土地改良事業やってる市町村について

はその事業費割、年度の事業費割でここへ支払う形になってます。事業費割、平等割と

いう形の中で、この連合会を運営してく運営経費の部分になってます。 

○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）  いいですか。ピンハネっていうそういう意味ではなく

ですね、北海道の中における全体のここはこういう事業、ここはこういう事業て。事務

的なことも結構やってるわけですよ、ここで。申請業務とかもここでも結構やってるわ

けですよ。講習だとか。ですから、全道の市町村が加入してるわけですね。ですから、

そこに対する負担金ということで、一定の事業なり何なりしていただいてます。 

○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）  それは道ではしないの。道の仕事じゃないの。道の例えば農政

部とかそういうふうなところの仕事じゃないのかな、それは。それとはまた違うの。仕

事の内容から見ると。 

○助役（今野邦紀○助役（今野邦紀○助役（今野邦紀○助役（今野邦紀君）君）君）君）  こういうケ－ス他にもたくさんあるんですね。要するにその分
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野分野、これは土地改良ていうか農業振興のための連合会ということで、そこの運営し

てくための会費ですよ。いってみれば負担金ね。その負担金の計算のしかたっていうか

それは今主幹が説明したような形で会費を納めてるということで、この団体のその設立

の趣旨は、なんて言いますか、もちろん道の意向も働いたんだろうと思うんですが、あ

くまでもそこに加盟しているね、その自治体なりあるいは農業団体のですね、自主的な

いろんな振興策を推進していくための情報だとか、あるいはいろんな施策だとか、そう

いったものをですね、取り組んでいる団体なんですよね。そこに対する負担金が５０万

円というのは、白老町で投資されている農業基盤整備に投資されている事業費をもって、

負担金の計算をしてるって話なんですね。 

○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）  もう１回。負担金を払わなければ農免道路は完成しないという

ことですね。いや、そういうふうな解釈するんですね。 

○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）  この算式でこの全体の工事金額に対する割合というこ

とですね。ですから、工事金額が半分なったら負担金も半分なると。 

○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）  それはわかる。 

○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）  事業費に対する割合ですから。 

○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）  だから、よく今言われている例えば天下りだとか、それから免

許証を切り替えをするのに２，０００円のその何とかするのに入りなさいよと。これも

言ってみたら天下りのはけぐち団体なんだよな。そういうふうなそぐいの団体連合会じ

ゃないのかなっていうふうな……そういう風におれは受けとっていいんでないのかなっ

ていうふうにおれは見るんだけど。それだったら…… 

○助役（今野邦紀君）○助役（今野邦紀君）○助役（今野邦紀君）○助役（今野邦紀君）  今最近マスコミ等でも各種外郭団体、天下り云々て話も含めて

色々マスコミで指摘されてる部分があるんだけども、それはそれぞれの団体のね、活動

の中身の問題とも関係してくると思うんですよ。だから今いわんとしているのは、要す

るにこの連合会の目的なり活動の実態だと思うんですけども。例えばね、白老の遊休農

地なんてのがもし発生、現実に白老なんかもあるんだけど……例えばある生産農家が土

地を手放したっていう場合にそのまま放置するんでなくて、だれか農業意欲を持って例

えば農業経営をしたいという場合に、例えばそういう情報を提供して、例えばその方が

土地を求めたいってことになったらそのための色々な手立てだとか、そのアドバイスだ

とか、あるいは法的な措置だとか、そういったものが連合会でやってくれるわけですよ

ね。例えば社台のアグリの牧場の土地の問題ありましたよね。あれは結果的には岩崎さ

んが購入したんだけど。あれなんかもそういう、例えばというよりこの団体が中に入っ

てそういう調整っていうか、仲介をとりながらそういった形で農業振興を計っていくと。

例えばそういう活動もやってるわけですよ。ただ表面的に言えばね、全国基地協議会だ

とか、あれと同じ用なもんでね、あれも防衛の予算で例えば白老の弾薬庫に貢献してま

すわね。例えばあそこの基地協の会費はなんぼにするかって話しになると、それぞれの



 
５２ 

自治体に投下かされている国の事業費なり何なりをベ－スにして、負担金割合を決めて

るってのが……そういう団体が結構あるんですよ。中にはそんなの関係なく人口割で、

あるいは定額方式で１自治体何ぼやと決めてるそういう会もありますけれど、たまたま

この連合会はそういう白老に基盤整備として、農業振興の基盤整備として投資している

事業費割合という形で算定されてる。事業が減ってけば、負担金も減ってくと。何も事

業やってなければ、定額部分しか残らんと。こういう正確のもんなんですよね。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  いいかな。ボリュ－ム多いので、後でまたあったら質問受け

ますが。次は農林水産業費全般。はい、宗像委員どうぞ。 

○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）  １ヵ月ぐらい前になるでしょうか。ＮＨＫのテレビで公共事業費

の見直しということで、日高様似の牧場、個人の牧場から迂回する道路のことと、もう

１つ出たのが白老だったん。見てないかわかんないかなと思うんですけど。私はそれを

見て極東だなと思った。絵を見てですね。画像見て。たまたまこの１０７ペ－ジだとか

あるいは１０９ペ－ジにこの極東地区道営溜め池等の土砂崩壊明渠工事があるわけです

けれど、もし私の感が当たっていれば、まだ完全に決まったんでないですよ、まな板に

乗ってるってことなんですけども。ということは、もう始まってから何年も経ってると。

まだ出来上がらない。だから、どうするってのがありますよね。それに該当してるのか

してないのかまずお伺いしたい。 

○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）  先日テレビでですね、ＮＨＫで２回ほど再放送も含め

て私も見たんですが、まずテレビで出た部分と若干違うのはですね、確かに工期は長い

ですよね。急ぐことであればもっと早くするべきじゃないかなと。ただ私どもの町とし

ても応分負担がかかりますので、効率から考えてですね、若干ちょっと刻んだ部分もあ

るんですが、全般的に放送とはですね、若干放送でいう委員会の内容とはかなり違う部

分があったのかなあと。それは白老に来ていただいて、委員さん来て理解していただい

た部分もございます。それで道もちょっと若干間違った説明をしてますので。ただ工期

のことにつきましては、もっと早くするべきでないのかと、早く終わらせるべきでない

のかということでテレビに出たことは確かです。 

○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）  先程言いましたようにここに出てきた極東地区の工事とあれとは

ぴったりだということなんで、それはわかった。いいんですけれど、じゃあ先程課長の

話で平成１２年には３００メ－トル予定してるていう話もありましたけれども、今後の

取り組みとしてですね、どういう風にしていくよと、まあ相手があることですから、全

部はできないでしょうけど、予定としては、その構想といいますかその辺ちょっと伺い

たいと。 

○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）  若干工種のですね、変更もありえるのかなと。これ地

元の意向とまあ技術的なですね、道の意向も勘案してですね、決定することございます

ので。とは言ってもわが町中でやられる行為ですので、私も町の財政的な事情があえば
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ですね、できる限り多く、早く終わらせたいという意味からですね、もうちょっと距離

を工事したいなという考えですね。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  はい、いいですか。はい、他に。 

 農林水産業費。はい、斉藤委員。 

○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）  これあてはまるのかどうなのかわかりませんけども、砂利の採

集の跡地で未処理になってる場所なんかをお聞きしたいんですけども。産業関係で聞い

てもいいんでした。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  ここじゃないな。どこだ。 

○産業経済課長○産業経済課長○産業経済課長○産業経済課長（飴谷長蔵君）（飴谷長蔵君）（飴谷長蔵君）（飴谷長蔵君）  生活環境。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  生活環境のほうか。五十嵐さんのほうだな。そこで聞きまし

ょう。 

○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）  そしたらそっちのほうで。 

 じゃあ１つだけ。前に鶏糞の公害なんかについてね、一時騒いだこともあったかに聞

いてるんですけども、現在状況はどうなってるのか、完全にその辺がチェックされてる

のかどうなのかその辺ちょっと教えてください。 

○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君） 今のところですね、鶏糞についての明確な苦情だとか、

若干問い合わせ等はあったんですが、それもちょっとどうしても作業の中でですね、鶏

糞こっちからこう移したりなんかする中でですね、ちょっと匂いしたて話はあったんで

すが、大きな問題だとかそういう例えば地下水等がどうのこうの、前みたいにですね、

そういう苦情だとかあれはないです、今んところは。問題は。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  よろしいですか。斉藤委員。 

○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）  ということは、自治体としても日頃からそういうことの相談だ

とかチェックだとか、そういうふうな指導だとかってのにあたってるということになり

ますか。 

○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）  これから将来に向けての大きな課題はあります。いろ

んな処理の問題だとかですね。そしてそれをリサイクルという形に生かすということで

は、かなりの大きな課題を残しています。ただそれが公害等のですね苦情とかっていう

面では来てないのは確かで、そして私ども職員も定期的に養鶏屋さんに回っております。

ですから、現在のところはございません。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  いいですか。 

 それでは時間の関係で商工費に入ります。商工費全般について何かありましたら、ど

うぞ。はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）  ２点ほど伺いたいと思います。この予算書の中には出てないん

ですが、町長の執行方針の中に定期的な朝市の関係のものがあったんですが、朝市を開

催するための施設を備えた海の駅の整備に向けた検討進めるって事が載ってるんですが、
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予算としては何もまだ計上はされていませんが、このことについては漁協の婦人部だと

かいろんなところへ出てったり、地元でも朝市をやったりと積極的に色んなことやって

ましてね、かなり好評はくしてるってことも聞いてますが、それを捕らえて今後その事

業としてどのような展開が予定されてるのか、その点を１点伺いたいと思います。それ

からもう１点。商工費の１２４ペ－ジの町内の消費活性化特別対策事業ということで、

これは２年連続、これは町外への顧客の流出を防ぐって意味で計画をされて実行された

んですが、今年度は実施されませんよね。これはどういう理由で実施されなくなったの

か、２年間やったことが評価されなかったのか、それとも商店街関係がその成果を認め

ていないのか、商工会が何か理由があってやめるのか。その点伺いたいと思います。 

○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）  ただ今ございました朝市の関係でございますが、実は

来年度のこれはまだ担当課のレベルでございますが、来年度実は計画しております。そ

れも道の補助をですね、使ってやろうかなあと今思ってるもんですから。ただしその補

助が採択なるかどうかわかりません。そういう中で我々は絶対なるって方向で進めてる

んですが、団体のほう、例えば漁組の婦人部ですね、虎杖浜、白老婦人部の合同という

ことで計画しております。それは漁組のほうにも了解は得ております。それとその朝市

の中では農産物もやりたいということで考えております。ただすぐ箱物という考え方は

ございません。今白老の港が一番大きいものですから、スペ－スもあるもんで、たまた

ま漁組の荷裁き上、市場がですね、日曜日休みなんです。この休みを利用して一定期間

１年ないし２年やって、かなり集客、そして漁組の方、漁民の方が潤ようであれば、箱

物も検討したいという考え方であります。 

○産業経済課参事（辻昌秀君）○産業経済課参事（辻昌秀君）○産業経済課参事（辻昌秀君）○産業経済課参事（辻昌秀君）  ２点目の町内消費活性化特別対策事業、いわゆるラブ

ラブしらおい商品券の関係でございますけど。まずこの事業は平成１０年度１回目行わ

れておりますけれども、一応この事業については何年間継続するという形のもので始ま

ったものでないということでひとまずご理解いただきたいと思います。まず１０年度で

すね、当時の拓銀の問題とかですね、色々まあ非常に厳しい経済状況の中でですね、地

元商店会としてでですね、やはり活性化を図りたいということで１０年度実施されたと。

それで特に１１年度どうするかということについてはその時点ではまだはっきりしてな

かったと。それで再度１１年度ですね、年度途中に商工会の要請を受けてですね、議会

等にも陳情等があがってですね、その中でじゃあまず２年目についてもですね、まあ単

年度、一応基本的には単年度限りということでですね、採択なったものという形で理解

しております。それでこの事業についてのですね、今年のちょっと経過、若干ご説明さ

せていただきますと、商工会のほうから引き続き３年目ですね、取り組みたいというで

すね、要望等については町の方にですね、提出されたという経過はございます。その中

で年末のですね、大売り出しに変わる取り組みとしてですね、やはりそれに代わるもの

がなかなか見出せないというようなそういうようなご意見もございました。それとあと
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１０年度については事業の効果というものは十分把握してなかったということでですね、

１１年度については消費者の方にアンケ－トですね。実際に商品券を買われた方にアン

ケ－トしてですね、その効果を把握するということを一応やられております。それにつ

いては使われた方はやはり１割のプレミアムがあるということでですね、やはりかなり

の方が引き続き利用されれば使いたいというようなですね、形になってございます。消

費者の方に対してのですね、サ－ビスとしては非常に良い事業ということで受け止めて

ございます。ただこの事業につきまして先程は全体事業費と申し上げましたけれども、

６，０００万円ですね、これについては売ったもので回収できるんですけれども、プラ

ス６００万円のですねそのプレミアの部分についてはですね、これは町の補助金と商工

会の事業費。一部ＰＲ経費とか広告費とかですね、印刷費まわるものもございますけれ

ども、まずは町の補助がなければかなり難しい事業ということでございます。このやり

取りの中で町の財政状況も厳しいものですから、やはりより商工会のですね、負担を多

くできないかということでですね、前向きなちょっと検討をしていただくてなことも

色々やって、経過としてはございましたけれども、最終的にやはり平成１１年度と同額

程度のですね、やはり町の負担がなければですね、やはり商工会サイドとしてもなかな

か組み立てられないと。そういう状況の中、また最終的な部分でですね、町内のですね

ス－パ－がいくつか閉鎖されておりましたけれども、それらが一応めどは立ったけれど

もある意味では町外資本の事業主さんが入ってくると。そうした中で実際の利用状況と

しては、かなり大型ス－パ－にですね、集中するていう部分がございましてですね、そ

ういう中でその使われ方っていう部分でも若干色んな意見がございました。ただこの制

度につきましてはですね、やはりこの商品券を使う、積極的にこの事業と組合せして、

よりＰＲする商店にとってはですね、やはり一つの契機となったというね、評価はでき

ると思う。ただこの効果の把握については消費者サイドの把握はできるんですけれども、

これをやったことによって売り上げがどれだけ伸びたかというですね、そこの部分てい

うのは基本的にはできないそういう制度なんですよね。実際もともとの売れ行きがあっ

て、それがいくら落ちてそれをいくら伸ばしたかと。なかなか非常にそういう部分では

ですね、把握が難しいってことでですね、最終的にそういう部分もちょっとなかなか見

出せないという状況中でですね、商工会サイドではちょっと違った仕組みの中でという

ですね、検討も含めてということで理解していただいたという形になってございます。 

○委員（吉田○委員（吉田○委員（吉田○委員（吉田和子君）和子君）和子君）和子君）  道の駅の収益で朝市の方の海の駅のほうの関係なんですが、白

老のこちらのほうの漁組の漁港のところ使っててことなると、これやっぱりあくまでも

漁協の婦人部が中心になって進めていく事業になるっていう可能性が多いってことかど

うなのかその１点確認したいと思います。それから振興券ていうかこっちのほうの関係

は消費者の活性化の特別対策の事業は、消費者はもちろんプレミアムがついてるのでよ

かったけれども、各商店としてはあんまり効果がなかったていうふうなもので協力的な
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ものがやっぱりいただけないっていうか、もちろん町に負担金がいつまでも３００万と

かって乗っかってくるってことが大きなやっぱりネックになったっていうふうに理解し

ていいんでしょうか。以上です。 

○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）  主体は漁組の婦人部、両漁組の婦人部という合同の事

業という基本的な考え方です。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  いいですか。辻参事。 

○産業経済課参事（辻昌秀君）○産業経済課参事（辻昌秀君）○産業経済課参事（辻昌秀君）○産業経済課参事（辻昌秀君）  ２点目の商品券の部分ですけれども、やはり今基本的

にこういうですね仕組みっていうのは、プレミア分をですね、どこで捻出するかってい

うのがやはり課題かと思います。それで緊急臨時的な措置としてですね、１０年度引き

続き１１年度取り組んできましたけれども、これはやはりより事業側のですね、負担を

やはり高めていく努力ていうのがですね、やはり必要かなという認識の中でですね、町

の方としては色々協議させていただいた結果としてですね、なかなか事業者側の方でで

すね、なかなかその部分について確保できずらいというような状況で、ふにしたという

状況なんですね。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  いいですか。はい。 

 私からちょっと聞きたいのはね、１２３ペ－ジの貸付金の問題です。町が３つの銀行

に１億４，０００万預託してると。聞きたいのは、各道銀、室信、苫信の銀行の明細は

幾らかということね。預託してる金額。これは無利息ですね。町には一銭も利息は入ら

ないという仕組みのものなんだけど。実際に利用額がですね、非常に少ない。１億４，

０００万の原資はあるにかかわらず、１億３，８００万しか利用してないわけですね。

３億５，０００万の枠は設けてあるにもかかわらず、このような町が預託している金額

だけしか見返りがないと。ましてや道銀においてはですね、１１年度の場合はゼロと。

利用者はゼロと。銀行だけにはうちの預金はされて、利息は払わなくてよくて、お金は

ふんだんに使えて、町民のメリットはなにもないという考え方ね、これはちょっと私自

身としてもおかしいと思うんだけど、それについての考え方について伺いたい。 

 それから１２５ペ－ジのですね、地域振興券交付事業費ね、これ色々説明があったん

だけど、一般財源で３３３万３，０００円のこれ持ち出しがあるように見えるんだけど、

これ実際持ち出しがあるんですか。全額国のほうで補填するように我々は認識してたん

だけど、町としては一銭も出さなくても済むようになってたと思うんだけど、そのあた

りについて、２点伺いたいと思う。 

 はい、どうぞ。辻参事。 

○産○産○産○産業経済課参事（辻昌秀君）業経済課参事（辻昌秀君）業経済課参事（辻昌秀君）業経済課参事（辻昌秀君）  まず１点目の中小企業振興資金融資制度の預託額１億

４，０００万に対して利用額がほぼそれ以下ということですけれども、実はこれまあ町

の方の考え方というよりもですね、結果としてこういう数字が出てきて、どう見るかと

いうことになろうかと思いますので、そういうことでご理解いただきたいんですけれど
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も。町の貸付制度としてですね、１０年度から銀行の貸し渋り対策ということで、不況

対策緊急資金の融資制度、これ設けてございます。結果的にですね、使われる方はまず、

使える方はこちらのほうからですね、優先的に特に保証料の補助もあるし、利息につい

てもこちらが低いということでですね、ひとつこちらからある程度優先してですね、借

りる形になったんじゃないかなという風にちょっと考えられます。あと特定の銀行の問

題につきましては、これははっきり私どもの方でですね、こうではないかというそうい

うことは申し上げられないんですけれども、実際１１年度について各金融機関のですね、

融資する姿勢について、かなりなんかスタンスの違いっていうのがあったんではないの

かというようなお話もちょっと聞いてございます。現実に道銀さんについてはですね、

この不況対策緊急資金の融資制度についてもですね、ちょっと貸出がかなり預託枠より

もですね、少なかったと。他の銀行より少なかったと。そういうようなことも聞いてま

すんで、やはり金融機関によって当時その金融機関の色んな経営状況ございますんでね、

そういうものによって多少左右されたのかなと、そういう風に見ざる終えないのかなと

いう風にちょっと。これは類推でございますけれども、そんな風にちょっと捕らえてご

ざいます。 

 それと地域振興券の交付事業費の一般財源分の３，３３３円ですね。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  ３，３００か。おれ勘違いした。 

○産業経済課参事（辻昌秀君）○産業経済課参事（辻昌秀君）○産業経済課参事（辻昌秀君）○産業経済課参事（辻昌秀君）  これは本来ですと確かに委員長おっしゃる通りのです

ね、１００パ－セント補助ということなんですけど、若干色んな端数のですね、積み加

算中でこういうものが出てきたということでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  何か変だなと。ゴメンゴメン全然数字が違って。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君） それでね、さっきの銀行の貸付金の問題なんだけどね、これ

ちょっと考えなきゃならないと思うんだわ。と言うのはね、これ３億５，０００万に枠

を増やしてますよね。１億４，０００万に対した。信用保証協会で枠作ってるわけです

ね。信用保証協会が保証したらですね、貸してくれるという性質のものになってないん

ですよ。そうでしょ。今国で問題になっていますね、国会議員の秘書が動いたとかてい

うの。都議会の秘書が動いたとかっていってああいうことになってんだけど。あれは信

用保証協会が保証するから銀行が貸すと。こういうシステムなんだけど。うちらこの場

合は違うんですよ。そういう風になってないわけですね別枠で私の力が例えば１００万

しか借りれないとしたら、別枠であと５０万貸してくれるような制度にしていかなきゃ

な意味がないんです。そうでしょ。僕はそう思うんだわ。私は最高ピ－クで１００万し

か借りれないもの。この制度を利用したってあなたの実力は１００万しかありませんか

ら、お貸しで来ませんてお断わりされるんです。だから、それだったら例えば８０万円

しか借りてないとすれば、銀行行けば２０万円はいつでも貸してくれるわけ。それじゃ

あこの趣旨が生きないんですよ。それでみんな困ってるのがこの制度なの。せっかく１
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億４，０００万円ていうの供託し、３億５，０００万円ていう枠を作っているにもかか

わらず、利用者ができないって。みんな銀行行ったらあなたはまずいです。手一杯使っ

てますからまずいです。もう少し元金減ってからお貸しします。こういうようなことで

すからね、町が一生懸命やったって銀行の窓口で断られる。ところが今回の問題の国で

色々意見申し上げて申しわけないんだけども、国のやつは補償協会が保証するから今度

逆に銀行が貸してあげなさいって上から来たものとはちょっと性質が違うってことなん

だ。そういうことにね、本当に変えていかなければ、いつまでたったって中小企業の方々

はこの金は十分利用できません。力のある人はこの白老町の制度使わなくたって銀行行

って、信金行って借りれるわけですから。枠の中であればね。それ以外に交付してもら

いたいっていうのが議会で色々今まで過去に議論されてるとこなんだけども、もう少し

この制度はね、私は考えるべきだと思うんだけれども、そのあたりについてはどうです

か。 

○産業経済課参事（辻昌秀君）○産業経済課参事（辻昌秀君）○産業経済課参事（辻昌秀君）○産業経済課参事（辻昌秀君）  金融機関の部分についてはですね、前年度の実績です

か、各金融機関によってはやはり貸出の姿勢ってのは多少差はありますので、翌年の貸

出枠を決める時についてはですね、貸出実績ていう物をですね、基づいて、貸出の少な

いところは低くし、また貸出の多いところは多くすると。そういう形でですね、弾力的

には運用してます。ただ実際その金融機関が最終的に貸せるかどうかっていう部分です

ね、そこの部分についての町の関与の部分なんですけどね、なかなかやはり金融機関を

１つの経営の中でですね、基準を設けて貸してるという事でですね、これまあ議会でも

私おしかりは受けておりますけれども、やはりそういう部分ではですね、金融機関の審

査基準ていうのございましてですね、なかなかその町の方で口利きをしてじゃあこれを

貸してくれていうですね、形にはなかなかならないていう制度てことひとつご理解いた

だきたいと思います。 

○委員長（○委員長（○委員長（○委員長（加藤正恭君）加藤正恭君）加藤正恭君）加藤正恭君）  もう１つね、だからあのそういう風に揚げ足取るんじゃない

んだけどね、保証協会は何のためにあるんだと言うとね、まあ人的担保、それから物的

担保もないと。それから実力以上にオ－バ－してですね、貸してもらうための、そのた

めの保証協会なんだ。私が例えば銀行に払えなくなっても保証協会が代払してくれるっ

ていうシステムなわけですよね。それは今回の国でやってることなんですよ。本来そう

あるべきなのが信用保証協会を利用しての利用方法だと思うんですよ。何も信用保証協

会付けなくても銀行で貸してくれるんなら人的ね、だれか友達の保証で簡単に借りれる

わけなんですけども、それが借りれない人のための信用保証協会っていうものの存在が

あってしかるべきだと思うんだけどね。その辺りをホロ－してあげたいっていうのが、

我々の希望でもあるし、そういう趣旨の１億４，０００万だと僕は理解するんだけど。

実際面ではそういう風に運営されてないんですよね。将来的にも考えていただかなけれ

ばならない点だと思うんだけどさ。まあ今ここでね、ご返事もらうってことはちょっと
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難しいと思うけど、今野助役もし意見あったら聞かせてください。 

○助役（今野邦紀君）○助役（今野邦紀君）○助役（今野邦紀君）○助役（今野邦紀君）  確かいつか議会でも私言ったと思うんですが。そもそもその産

業振興の手立てとしてね、融資制度っていうのが存在してるんですよね。ですから中小

企業の皆さんが、まあなんて言いますか、資金繰り等含めてですね、自らの営業をさら

に設備投資するなりあるいはその事業拡大するなり、そういうその発展的なものを目的

とした融資制度っていうのがまず基盤になってるわけですよね。ですから、なんて言う

かな、その福祉政策的にね、あるいはその扶助的な思想の元にこの融資というものが成

り立ってないというそこの違いだと思うんですよ。もし行政としてね、どこの金融機関

もまあ言ってみれば相手にされなかったものを救うとしたら、それは産業振興政策でな

くて、福祉政策の面で町自体がね、もうそういう無利子だとか、あるいはその……なん

て言いますか、そういう一定の新たな条例を作るなりして、政策としてね導入しない限

りはね、なかなか前にね、その辺の考え方に添った形の一つの制度というものはなかな

か成り立たないのかなって気はしますよ。だから今そういう金融機関自体もね、何てい

うか、自分とこのその存立さえ問われてる、こういうことですからね。これ焦げつくよ

うなことが想定されるところには貸さないと思うんですよね。そうなれば、もう行政が、

もし行政がですよ、腹くくっていや本当にそういう風に困ってるところはひとつ福祉対

策として貸しますよと。そうなればね、税金使ってそれじゃあそこまで踏み込んでやる

かというやっぱり議論をどうしても通った上でね、そういう議論がされた上で、新たな

その何か政策的なものを立ち上げるって言うんなら。そこまで踏み込めるかどうかって

いうこう、そこの境目だと思うんですよね。だからその辺が大方の納税者の皆さんが、

有権者の皆さんがまあそうだなと、そこまでやっぱり踏み込んで考えなきゃだめだなと

いうことなればこれはやっぱり我々としてもね、そういうことをやっぱり考えざるおえ

ないのかなという気はしますけど、現状中では果たしてどうかと。そこまで踏み込める

かどうかっていう部分が一つの分かれ目なんだろうと。まあそんな風に認識しておりま

すけどね。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  他にありませんか。もう１つあるのかな。まだある。また後

であったら言ってください。思い出したら。 

 それでは工業団地だな。工業団地造成事業特別会計。これについて何かありましたら

どうぞ。 はい、宗像委員どうぞ。 

○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君） 累積赤字が１１億だということをさっき聞いたんですけども。そ

れに支払う利子はいくらぐらいなります、１年で。 

○産業経済課参事（辻昌秀君）○産業経済課参事（辻昌秀君）○産業経済課参事（辻昌秀君）○産業経済課参事（辻昌秀君）  差し替えしました２３６ペ－ジにちょっと載ってござ

いますけど、その一時借入金の利息てございますね。これがその不足している繰上充用

のものについてですね、これ１０年度に借りたものなんですけど、１０年度に借りて１

１年度運用したものが、これが９億６，０００万ぐらいですね。振替運用て形で。まあ



 
６０ 

資金手当したっていうことでそれにかかる利息がこの１，２４４万６，４７０円。１１

年度決算でこういう数字になって、港もあれば色々あるわけですけども、それと今白老

が立てている財政健全化計画とのですね、整合性っていいますか、その辺はどういう風

に考えていますか。 

○産業経済課参事（辻昌秀君）○産業経済課参事（辻昌秀君）○産業経済課参事（辻昌秀君）○産業経済課参事（辻昌秀君） ちょっと財政健全化計画の方は財政課の所管ですので、

まあちょっと工業団地に関わる分としてですね、ちょっとお話したいと思いますけれど

も。一応工業団地会計はですね、財政健全化計画の中では一般会計から支援を受けない

ですね、会計ということで位置づけしております。この利息分を含めてですね、赤字分

については将来的に土地を売ってですね、全部整理してくということで一応は一般会計

で作っている財政健全化計画の枠外ということでですね、特別処理、整理されておりま

す。 

○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）  はい、いいです。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君） いいですか。はい、他にどなたか。 

 はい、どうぞ。 

○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）  白萩大橋から今萩野寄りに造成工事が盛んに行われてます。それ

で以前なんか私聞いたときにはガス抜きを調査してるんだっていう程度にしか聞いてな

かったんだけども、かなり広大にね、整備・整地されてるんですけども。どっか企業が

来るのか、単に団地を造成してるのか聞きたいんですよ。 

○産業経済○産業経済○産業経済○産業経済課参事（辻昌秀君）課参事（辻昌秀君）課参事（辻昌秀君）課参事（辻昌秀君）  多分今お話の部分ていうのは、橋を渡って左側の部分

じゃないかと思うんですけど。今造成って言いましたね。一部右側については礁波ブロ

ックのですね、製作ヤ－ドていうことで使って若干地ならししております。ただ左の部

分についてはですね、もともと盛った部分についてですね、当初の計画地盤高より高い

ということで、多少土砂的に余裕があったもんですから、港湾の方のちょっと埋立に使

いたいということでですね、そういう中で一部カットして持っていった結果ですね、き

れいに整地になったと。ちょっとそういうようなことで、特にですね、その立地企業が

今決まってるから造成って事じゃなくって、従来盛り土を乗せてた部分の整備っていう

形の中でですね、やった結果として一応きれいに整備なったという形です。 

○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）  はい、わかりました。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  いいですか。他にどなたかありますか。なければ全体で、今

まで全部の中でどうぞ。 

               ［「はい」と言う者あり］ 

 質問残した……はい、根本委員。 

○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）  実はですね、航空学園についてお聞きしたいんですけれども。

土木課のところで滑空場線ということで約４，０００万円ほど出てて、ここで聞く性格

のものじゃないなと思いましてですね、昨日から今日に持って来たんですけれども。実
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は５年前にですね、白老滑空場がオ－プンしました。そして……５年前ですよね、平成

７年ですねあそこ、確か。第１機目が滑走路飛んだのが。その時にですね、陸海空の整

備ができたんだということで非常に白老町は喜んだわけなんですよね。そして白老には

あそこに航空学園が来るんだというふうな事で、非常に喜んだ。自分も喜んだわけなん

ですけども、そのことを考えてですね。ところが、白老町はそれに乗っ取って約束通り

道路も作り、それからどんどん滑空場線には進んでいって、これから新たにまた膨大な

金額をかけて今度は滑空場線のほうに橋を作るというふうに計画がなされてます。これ

まあそういう風になってますけども。実はですね、私の聞くところによると、この航空

学園がですね、追分にも学校を作りますというふうな事でですね、触手を伸ばしたとい

う。デマじゃないです。そして、実際にそれを山をカットしてくれというふうな事で、

それを追分の方から風の関係でどうしても山が邪魔だから山をカットしてくれていった

ら、それはできませんということで追分の方から断られたと。それからまた釧路の方に

もそのような触手を伸ばしてるやにも聞いてます。そして、実はですね、それよりかも

その時にですね、千歳の学校がありますよね。航空学園の学校がある。この学校を将来

は白老町に持ってくるやに聞いてたんですよね。あそこでは飛行機を飛ばすことができ

ないので、白老町に持ってくてことで、白老町はあそこに何億もかけて大きな滑走路を

作った。ましてそういう約束の元で１４年とか１５年に建てるとは言ってますけれども、

現在千歳でもってこの間の自分の聞いた範囲では、あそこの引き払うにあたって引き払

えないんだと。というのは、あそこの土地の一部をあれは千歳市から土地をいただいて、

そしてあそこに学校を建てているわけなんですけども。その３分の１の土地を売りたい

んだと。その売るためには議会の承認がいるわけなんですよね、千歳市としては。そし

たらならば、…… 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  根本委員、あんまりあれだから、もう少し早く短く何を聞き

たいのか説明してくれ。途中だけども。 

○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）  あのですね、いやちょっと具体的にこう順序立てて言わなかっ

たらちょっと分からないので、時間がなかったらなんもいいんでしょ。この次の出納長

なんも伸ばしたって。俺そういうふうに考えてますよ。大事な問題ですから。委員長。 

 あのですね、千歳はそしたら３分の１の土地をですね、それじゃあ条件に、それを売

ってもいい条件に学校を残しなさいと、千歳では。そのような約束事が出来上がったと、

そういうふうな事も聞いてますけども、果たしてその航空学園がですね、白老に実際に

来るのか、１５年に来るのか。そいじゃあ１５年て言ったならば今から後３年たてばで

すね、１５年来るわけなんですけども。それじゃあどこにどのような形でそれじゃあ学

園が進出してくるのか。それがどのような学部が来るのか。それからもうそこまで３年

後の話ですから、図面とかそういうふうな物出来上がってもしかるべきじゃないのかな

と思うんですけれども、そこら辺の確約がきちっと白老町の中で航空学園のほうとやら
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れているのかどうなのかというふうな事。それをやはりこの時期きちっとしておかなけ

ればですね、これだけ投資して、さあ１５年なりました。私は企業の状況によってはこ

ちらに進出できませんなんていうふうな事になったらですね、大変な設備投資して、白

老町の財源使ってるわけなんですから、そこら辺でそれは大変な責任問題っていうかに

発展してくんじゃないのかなと思うんですけれども。そこら辺の確約ていうか担保てい

うのきちっとなされてやってるのかどうなのかということ。 

○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）  今根本委員のほうから言われたその白老町では約束さ

れてると。約束は果たしたと。やることはやったと。これ航空学園も約束通りやること

はやっていただいてます。あそこの格納庫からですね、１億いくらの建物建ててます。

で、お約束の年度がですね、平成１５年でございます。今年も町長はじめですね、実は

学校の理事長さんと数度お会いさせていただいてます。その中では理事長さんは間違い

なくお約束通りやりますからというお返事はいただいております。それと千歳のいまの

学校なんですが、今言われたことは事実でございまして、３分の２滑走路、３分の１で

すか、滑走路の分空いてます。それをですね、千歳市の約束の中で、飛べるということ

で学校作りましたと。そういう中で大学も計画してましたと。計画したけど千歳の市が

独自で大学作ったと。市との諸々の約束、問題もございまして、学校側のほうから今の

遊休地、使えない滑走路、飛べない滑走路を売却したいということについて、千歳の市

議会で承認ていいますか、了解といいますか、市議会で承認得まして、その売却に向け

て実は動いてるというのは事実でございます。その売却費は当然白老町のほうに学校作

るときに当てる元資にもなるというお話でございます。ですから我々も目前にですね、

来年の３月ですよとかいう中でですね、その約束なりのですね、事を……まあ来年の３

月ですよと、約束が。あと半年ですよという中で、学校側に言うことはできるんでしょ

うけど。いずれにしても平成１５年の約束なもんですから、今から本当なのか、本当に

やるのかとかですね、そういう部分でなかなかちょっと聞けない部分があります。ただ

我々のほうは何とかお約束通りお願いしますという言い方しか今のところは年度が年度

なだけにできないと。ただ学校側からもお約束通り絶対しますというお返事はいただい

ております。現在ですね。以上でございます。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君） はい、根本委員どうぞ。 

○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）  そうか。やはり口約束だけで終わってるということですね。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  はい、どうぞ。 

○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君） その前に町とのあれがありますね。覚書といいますか、

あれが。 

○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）  その覚書には平成１５年ということになってるわけですね。 

○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）○産業経済課長（飴谷長蔵君）  はい。両者が合意でプランを作りまして。 

○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）  できるだけですね、今大事な滑空場でこれだけ投資してるわけ
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なんですから、すんなりこう大学がですね、融資されればそれにこしたことないわけな

んですけども。取り越し苦労ていうわけじゃないですけども、過去にも色々そういうふ

うな、それに似たようなことがあったものですから、心配をしてですね、このことをも

う少しきちっとですね、航空学園とのすり合わせをやっといて、そしてやっていただけ

なければですね、後世に負債を残すわけですから、一つ頑張ってそこら辺をやっていた

だきたいなというふうな考えから発言させてもらいました。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  いいですか、根本さん。はい、他にありますか。なければ約

束の時間ちょっとオ－バ－しましたけれども、この辺で産業経済課ならびに農業委員会

のほうの審議を終えたいと思います。よろしゅうございましょうか。 

               ［「はい」と言う者あり］ 

 それではどうもご苦労さんでございました。４時まで休憩をいたします。 

               休憩  午後 ３時４９分 

 

               再会  午後 ４時０２分 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  休憩を閉じて特別委員会を再会いたします。 

 次は出納室でございまして、門田室長においでいただいてるわけですが、今事務局長

のほうから説明ありました２１ペ－ジと、それから平成１１年度の実質収支に関する調

書１４６ペ－ジについて、ご説明のほどよろしくお願いします。 

○出納室長（門田雅芳君）○出納室長（門田雅芳君）○出納室長（門田雅芳君）○出納室長（門田雅芳君）  それではご説明いたします。まずは最初にですね、決算書

の方の１４６ペ－ジ。平成１１年度の各会計実質収支に関する調書。ご存じのように収

入役の職務として全般の決算調整をすることになってございまして、一応一般会計から

特別会計、すべて調整を終えて町長に提出したわけでございます。その中で各会計の実

質収支に関する調書。これがですね、一般会計、特別会計、すべてここで表現してるの

はこのペ－ジだけなものですから、若干説明させていただきたいと思います。 

 まず最初に一般会計でございますけれども、歳入歳出差し引きで７，３６４万５，０

００円。これが剰余金といいますか、黒字といいますか、そういうことになります。そ

の下にあります翌年度への振り越しすべき財源５６万６，０００円。これは議会に対し

ては繰越明許費繰越計算書という形で例年報告ある部分でございまして、来年度に予算

を持ち越して事業を展開するということでございまして、そのうちの５６万６，０００

円ていいますのは、一般財源でございます。事業を持ち越すわけでございますから、一

般財源も１１年から１２年に持ってくということで、実質収支については、歳入歳出差

し引き額から５６万６，０００円を差し引いた７，３０７万９，０００円。これが一般

会計の実質収支の結果、来年度の繰越される剰余金でございます。その下に６、実質収

支のうち基金繰入額ということで３，６６０万ていうのございますが、これは剰余金の

２分の１を財政調整のために積立なさいという法定積立でございます。これは財政調整
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基金に入るものでございますが、７，３０７万９，０００円ありましたけれども、３，

６６０万円については財政調整に積立たということの内容でございます。以下の国保会

計から港湾機能施設整備事業特別会計まで、同じような見方でございますが、国保につ

きましては、歳入歳出差し引きでもって７，１８４万７，０００円。これが赤字という

ことになります。内容的にはこれ累積でございまして、確か平成９年から１１年までと

いうことでございまして、繰越等はございませんのでそのまま結果としては１２年から

の繰上充用という形で、この７，１８４万７，０００円を埋めたという形になってござ

います。それから老人保険につきましては、これは３，６７０万２，０００円の赤字で

ございますが、ご存じのようにこの会計については、プラスマイナスゼロになるのが仕

組みでございまして、たまたま公金の遅れがあったということでこの３，６７０万２，

０００円の△がついているということでございまして、これは１２年度で解消される見

込みでございます。それから公共下水道事業についても同じようにですね、一部４，３

３０万円これは赤字でございますが、なおかつ１８０万円の一般財源を１２年度に繰越

して使用するという事になりますので、逆に４，５１０万円ていう数字に増えてくるわ

けでございます。これが１１年度末の決算状態でございます。学校給食２４万８，００

０円。これは特に説明を要しないものでございます。それから工業団地造成事業特別会

計。これは１１億５，５７３万５，０００円。繰越すべき工事等がございませんのでそ

のままの数字で実質収支額という形になってございます。これはご存じのとおり内容若

干触れますと、団地造成のために借り入れた起債の償還、この財源は土地の売り払いで

見入ってるわけですが、これが思うように売れてないということで、その累積が１１億

５，５７３万５，０００円ということでございます。臨海都市造成事業これも港背後地

の土地造成に絡んだ会計でございますが、これも１１年度末では１億６９５万１，００

０円の赤字ということでございまして、これも背後地の土地の売り払いとのからみがご

ざいますので、その辺がくんでございます。それから墓園造成事業特別会計。これは収

支で１，０００円の繰越していうことになりますけども、これはいわゆる平成１１年度

で墓園の造成をやったということでございまして、財源は起債と一般会計からの借入と

いうことで、決算は１，０００円の剰余金ということになります。港湾機能施設につき

ましては、今年度１２年では上屋の建築工事やってますけども、平成１１年度では起債

を財源に公共上屋工事建築物の実施設計をやったということで、費用が６，６７３万３，

０００円。こういうことでございまして、財源がいいましたように起債と繰入でござい

まして、収支はゼロということでございます。従いまして１１年度の実質的な収支につ

いてはこれでト－タル入ってございませんけれども、このプラスマイナスが１１年度の

結果と。こういう見方をしていただければということになります。なお企業会計等につ

きましては、それぞれ決算やってございますので、説明を省略させていただきたいと思

います。 
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 それでは次にお話のありました主要成果書の説明をさせていただきますが、会計管理

費ですから２１ペ－ジです。ここにありますとおり会計の管理経費でございまして、決

算額は３３７万７，６７９円でございます。細かくなりますけどこれしかございません

ので、それぞれ節ごとに若干ずつ触れたいと思いますが、旅費については会計事務職員

の１年に１回研修やってございます。その経費とあと指定金融機関の年１回の定期検査、

これに関わる経費でございます。それから事業費の６３万９６円につきましては、ここ

にありますとおり決算書の印刷であるとか、それから会計事務に必要な図書の追録、そ

れから会計事務に必要な印刷物、こういったものが主なわけでございまして、これだけ

の経費がかかってございます。役務費の１６６万８，０００円につきましては、主には

郵便振替手数料でございます。各町税、手数料、その他の納入に際して、郵便局を通し

て払ったものについての郵便局に対する手数料、これがこのうち１２５万程入ってござ

います。その他通信運搬費で支払いを内容を案内するとか、そういった郵便料が主でご

ざいます。それから委託料とその次の賃借料でございますが、これは支払いに際して支

払い案内をする案内状の打ち出し機でございまして、これの借り上げとそれから委託料

につきましては、この機械の保守委託の経費でございます。それから次負担金につきま

しては、諸会議負担金で５，０００円使ってございます。それから貸付金の３１万５，

０００円につきましては、これ釣銭資金貸付金となってございますけれども、税務であ

るとか納税、それから戸籍の窓口、年金、それから各出張所、それから金を取り扱う窓

口に対してですね、釣銭用として７カ所１３人に対して釣銭用として年度始めに貸し出

して、３月末には回収すると。ですからこれは出て入ってゼロということで、特定財源

に同じ額が計上されておりまして、実質的には財源内訳にありますとおり会計管理費の

決算額につきましては、一般財源を必要としたものは３０６万２，６７９円。ここにあ

りますとおりそういうような形で１１年度は終わってございます。以上でございますが。 

○委員長（加藤正○委員長（加藤正○委員長（加藤正○委員長（加藤正恭君）恭君）恭君）恭君）  はい。２１ペ－ジの７目の説明とそれから１１年度の各会計

実質収支に関する調書の説明がございました。これから各委員さんの質問を受けます。

質問のある方はどうぞ。 

 はい、野村委員どうぞ。 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）  この２１ペ－ジのほうなんですけども、１４項の使用料。

これは支払い案内状作成機ていうのはリ－スしてる。 

○出納室長（門田雅芳君）○出納室長（門田雅芳君）○出納室長（門田雅芳君）○出納室長（門田雅芳君）  そういうことです。はい。 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）  そういうことで、これは財務会計システム機器賃借料が沢

山あるんですけどね、その中には入らないものなんですか。別個のもんなんですか。 

○出納室長（門田雅芳君）○出納室長（門田雅芳君）○出納室長（門田雅芳君）○出納室長（門田雅芳君）  財務会計システムの一貫なんですが、財務会計システムの

総体はですね、出納にかかわらず全体で使ってる機器でして、あと出納で扱っている支

払いに対してですね、その内訳を債権者に知らせるというこの部分についてはですね、



 
６６ 

出納室の事務ということで独自に機械を持ってございます。それとそれを折り込んで発

送するまでのですね、機械を持ってます。これは会計管理費として計上するという考え

方で…… 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  はい、他にどなたか。 

 門田さん、僕から１つ聞きたいのはね、４年毎に金融機関が交代交代をしております

が、道銀と室蘭信用金庫と。非常に交代した後のやつはスム－ズにいけばいいんですけ

れども、やっぱり交代の時期というのはね、非常に金の移動という面から言っても非常

に繁雑な問題があるのかなという感じはするんですけども。そういう問題はないもんで

すか。室長の目から見て、どのように考えておられるかですね、そのあたりについての

あれ。 

○出納室長（門田雅芳君）○出納室長（門田雅芳君）○出納室長（門田雅芳君）○出納室長（門田雅芳君）  それではお答えしますけれども。昭和４０年代に指定金融

機関導入した、その時の経緯もあるわけですが、今質問の交代による繁雑さといいます

か、確かにございます。というのは、４年おきですから、我々の出納のほうとしては更

新に関わる契約行為といいますか、これが結構指定金融機関とそれから今で言いますと

北洋、それから苫信、白老、それから道銀さん、それから各農協、それから両漁協さん。

これが指定代理ならびに集合だけを扱う機関なってございますから、それぞれとそうい

ったやり取りしなきゃなんないもんですから、そういうものはございます。それと金融

機関側としてはやはり４年間経って変わるものですから、新たにまた１からスタ－トす

るていいますか、継続してないものですから、やっぱり交代したときにはですね、取扱

いその他やっぱり苦労しているようでございます。ですからそういった部分は確かに見

えるんですが、なんていいますか、昔と違ってですね、昔は最初に言いましたように室

信さんが白老に進出が一番早いということ、それから道銀さん、苫信さん。その間に室

信さんが町内に２店舗その他に出してるということ。町民全体からいくとやはり口座件

数が１番当時は多かったということでございまして、それと当時としてはやっぱり手作

業で支払い事務等やってましたんで、町外にかかわってはやはり道銀さんが非常に便利

だという部分がございましてね、そういうことで後から入ってきた苫信さんは別として、

そういったことで両方を４年交代ですね、やったほうがいいのかなという、そういう思

惑も当時はあったように聞いてます。ですから、現在は本当は財務会計システム導入後

ですね、電送、いわゆるコンピュ－タで全部打ち込みして、そのまま送金いたしますの

で、相当当時の状況とは変わってはきているというそういった状況でございます。これ

は付け足しになりますけれども。そういうことでございますけれども。どちらでも我々

としては現状は不便ないですね。ただ…… 

○委員長（加藤正恭君○委員長（加藤正恭君○委員長（加藤正恭君○委員長（加藤正恭君））））  ただ縁故資金の時には、何年か前にはちょっと聞いたことが

あるんだけれども、道銀の場合は非常に決済が本店まで行くもんだから遅いと。その点

室信の場合は非常に早いというようなことがね、ちらっと聞いたことがあるんだけども、
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現状としてはそういうことはないですか、そのスピ－ディな面、手続きが簡単だとか何

かってことは今２つの指定金融機関があるんだけれども、どちらも今差はあんまりない

ですか、その辺りはどうですか。 

○出納室長（門田雅芳君）○出納室長（門田雅芳君）○出納室長（門田雅芳君）○出納室長（門田雅芳君）  これ財政にかかわってのことになりますけれど、縁故債の

借入については道銀さんも信金さんもある程度同じ限り率でですね、決まりますんで。

それから手続きするということになりますけども、借入時期予定したより遅くなるとか

そういうことは現状はないと思います。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）  あんまりない。同じくらい。そうかそうか。わかりました。 

 他に。委員さんで。ないですか。 

               ［「はい」と言う者あり］ 

 はい。なければこの辺でちょっと時間早いけども、閉じたいと思いますが。 

 では、今日はこれで終わらせていただきます。どうも門田さんありがとうございまし

た。 

                            （午後 ４時２２分） 


