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平成１５年第１回白老町議会予算等審査特別委員会会議録（第１号）  

 

平成１５年３月１４日（金曜日） 

   開  会  午前１０時０２分 

   延  会  午後 ３時３７分 
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〇出席議員（１８名） 

  １番 塚 見 紀 雄 君       ２番 熊 谷 雅 史 君 

  ３番 野 村 茂 樹 君       ４番 近 藤   守 君 

  ５番 宗 像   脩 君       ６番 及 川   保 君 

  ８番 木 村 直 樹 君       ９番 根 本 道 明 君 

  １０番 中 出   正 君           １１番 斎 藤 征 信 君 

  １２番 大 渕 紀 夫 君           １３番 吉 田 和 子 君 

  １４番 清 水 孝 司 君           １６番 加 藤 正 恭 君 

  １７番 玉 井 昭 一 君            １８番 佐 藤 悦 夫 君 

  １９番 堀 部 登志雄 君            ２０番 松 田 謙 吾 君 

                                         

〇欠席議員（なし） 

                                         

〇地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

     町      長    見 野   全 君 

     助      役    山 本   薫 君 

     助      役    今 野 邦 紀 君 

     教 育 長            牧 野 正 典 君 

     総 務 課 長            三国谷 公 一 君 

     行政改革推進室長    奥 村   勇 君 

     財 政 課 長            辻   昌 秀 君 

     財 政 課 参 事            堀 江   寛 君 

     税 務 課 長            佐久間 輝 男 君 

     町民サービス課長    長 野 征 幸 君 

     生 活 環 境 課 長            二 瓶   充 君 

     生 活 環 境 課 参 事            久 慈 幸 男 君 

     健 康 福 祉 課 長            三 戸 功 二 君 

     健 康 福 祉 課 参 事            須 貝   貢 君 

     寿 幸 園 長            廣 田 敏 弘 君 

     企 画 課 長            煤 孫 正 美 君 

     産 業 経 済 課 長            飴 谷 長 蔵 君 

     産 業 経 済 課 参 事            和 野 敏 夫 君 

     土 木 課 長            山 本 憲 次 君 

     都 市 整 備 課 長            目 時 廣 行 君 

     港 湾 課 長            松 井 俊 明 君 

     下 水 道 課 長            吉 田   稔 君 
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     出 納 室 長            小 川 正 器 君 

     学 校 教 育 課 長            前 田 博 之 君 

     学校給食センター長             長 内 正 男 君 

     社 会 教 育 課 長            白 崎 浩 司 君 

     消 防 長            高 田 和 幸 君 

     消 防 署 長                前 田  登志和 君 

                                         

〇職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長            山 崎 宏 一 君 

     主      幹    中 村 英 二 君 
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    ◎開会の宣告 

〇委員長（大渕紀夫君）  皆さん、おはようございます。開会に先立ちまして一言ごあいさつ

申し上げます。 

 総務文教常任委員長ということで予算委員長を仰せつかりましたので、きょうから２日ある

いは３日間予算等審査特別委員会が開かれますけれども、委員長を務めさせていただきますの

で、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 見野町長ご勇退されますけれども、最後の予算となります。骨格予算ですけれども、一般会

計で95億円、特別会計、企業会計入れますと208億円という相当な金額でございますので、町

民の皆様のご要望等々含めて議員の皆様方の活発なるご質疑を期待したいというふうに思いま

す。また、委員会の進め方についてはなれないところもございますので、ぜひ議員の皆様方の

ご協力でつつがなく終わらせたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。また、

理事者側の皆さん方、懇切丁寧なひとつ答弁をして、理解と納得の上になるべく早く終わると

いうふうにしたいと思いますので、よろしくご協力のほどをお願い申し上げます。 

 ただいまから予算等審査特別委員会を開催いたします。 

                                （午前１０時０２分） 

                                           

    ◎開議の宣告 

〇委員長（大渕紀夫君） これから本日の会議を開きます。 

 本委員会については、傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会条例第16条の規定により、委員長において傍聴を許可いたします。 

 次に、委員会における質疑の回数でありますが、先例によりまして本会議に準じ原則３回ま

での一括質疑方式でありますので、ご承知おき願いたいと思います。しかし、質疑、答弁の内

容等により委員長の判断で３回を超えて許可する場合もあり得ますので、ご理解をいただきた

いと思います。 

                                           

    ◎議案第２５号 白老町児童デイサービス事業条例の制定に  

            ついて                 

〇委員長（大渕紀夫君） ただいまから本委員会に付託された案件の審査を行います。 

 本委員会に付託されました案件は、議案第10号から第22号までの平成15年度各会計予算13件

と、これに関連する議案第25号から27号、29号及び会議案第１号の５件、合わせて18件の議案

を一括上程し、順次議題に供します。 

 議案の審査の都合上、議案第25号から審査に入ります。 

 議案第25号 白老町児童デイサービス事業条例の制定についてを議題に供します。議案書25
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―１をお開きください。 

 質疑に入ります。質疑のございます方、どうぞ。 

 18番、佐藤委員。 

〇18番（佐藤悦夫君） このデイサービス事業を受ける規則で利用料というところがあります

が、利用料の根拠についてお尋ねしたいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 三戸健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（三戸功二君） 利用料についてのお尋ねでございます。 

 利用料につきましては、国の方で定めがございまして、今示されている部分につきましては

18階層の分けになっておりまして、それぞれ所得に応じての階層区分ということになってござ

います。ちなみに、今回申請を既にいただいている部分がございますが、その中で一番多い階

層とすればＢ階層というところが一番多い階層になりますけれども、Ｂ階層が５名、Ｂ階層の

場合は市町村民税非課税となっておりまして、これにつきましては利用料がかからないという

中身になっております。それから次に、Ｃ１階層、これは市町村民税、所得税非課税、いわゆ

る均等割のみの課税の方でございますが、これにつきましては１日当たり100円ということに

なってございます。それから、Ｃ２階層、これにつきましては市町村民税、所得割課税の方で

ございますが、これにつきましては１日当たり200円、それと今申請来られている方の対象分

で申し上げますが、Ｄ１階層、これは所得税課税の方でございまして、３万円以下の方でござ

いますが、300円、それからＤ３階層、これ同じく８万１円から14万円までの区分の方でござ

いますが、１日当たり500円、それからＤ４階層、これは14万１円から28万円ということにな

りますが、これにつきましては１日700円と。今申請来られている方の部分について申し上げ

た内容でございまして、このように国の方で１日当たりの利用料というのが決められておると

いうことでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 18番、佐藤委員。 

〇18番（佐藤悦夫君） 18番、佐藤です。なぜお尋ねしたかといいますと、この児童デイサー

ビスセンター条例をつくることによって、いわゆる知的障害者あるいは体に障害を持つ方々の

福祉事業の増進を図るというような大目的があるわけです。そういう目的の中で、なおかつ階

層によって料金をもらうということについての基本的な考え方としては、私はやっぱりそうい

う障害児の福祉増進という大前提からいけばいかがなものかなと、こういうふうに思うわけで

す。ただ、最後に町長の理由があるとき、あるいは減免なり利用料の負担を猶予することがで

きるという条項がありますけれども、できればこの条項を法に違反しない程度の中で100％生

かして運用することが望ましいというような考え方からお尋ねをしたわけでございます。そう

いうことについて、この点についてはいかがですか。 

〇委員長（大渕紀夫君） 三戸健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（三戸功二君）  条例の中でも特別の事情があると認めたときという第６条で

利用料の減免をうたってございます。私ども基本的には、ここに該当すべきものとして今考え

ているのは、例えば天災に遭っただとか火災に遭っただとか、あるいはまた今のこのご時世で



 6 

すから、リストラに遭ったとか、そういう生活実態の急激な変化、そういうものに一応対応し

ていくということを想定してございまして、今委員ご質問のような福祉という部分の中で全面

的に無料化というような考え方については、これは十分検討していかなければだめな部分だろ

うということで、今の段階では明確なお答えを申し上げる段階にはないのかなと。ただ、いろ

いろ検討の材料という部分ではしていく必要があるのかなと思っていますけれども、一応今の

減免の対象としては前段申し上げたようなことで考えているということでご理解いただきたい

と思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） ほかご質疑ございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） 質疑なしと認めます。 

 これをもちまして議案第25号の質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） 討論なしと認めます。 

 採決をいたします。 

 議案第25号 白老町児童デイサービス事業条例の制定について、原案のとおり決定すること

に賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇委員長（大渕紀夫君） 全員賛成。 

 よって、議案第25号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

                                           

    ◎議案第２６号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費  

            用弁償に関する条例の一部を改正する条例  

            の制定について 

〇委員長（大渕紀夫君）  議案第26号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。議案書26―１をお開きくだ

さい。 

 議案第26号、議案説明資料の訂正があるそうでございます。 

 総務課長。 

〇総務課長（三国谷公一君） それでは、訂正の方をお願いいたします。 

 議案のページの付記の誤りでございます。議の26―５ページを議の26―６ページに改めてい

ただきまして、逆に議の26―６ページを議の26―５ページ、このように番号の付記の誤りでご

ざいますので、ご訂正方お願いいたします。 

 委員長、以上でございます。 

〇委員長（大渕紀夫君） 質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。 

 18番、佐藤委員。 
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〇18番（佐藤悦夫君） 18番、佐藤です。このことにつきましては、議案説明の中にも記され

ておりますけれども、行財政改革の一方法としての手段であると、そういうようなご説明があ

りますけれども、この取り組みについては私も評価するところでございますが、この改革によ

っての軽減になる程度というものはどの程度お考えになっておりますか。それを１点だけお尋

ねします。 

〇委員長（大渕紀夫君） 三国谷総務課長。 

〇総務課長（三国谷公一君） この改正に伴う、いわゆる削減額と申しますか、軽減額という

ことでございますが、一応前年度の予算対比で調べてみますと日当分で約110万円ほど、こう

いった削減額になるということでございます。 

〇委員長（大渕紀夫君） その他の方で質疑のございます方、どうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） 質疑なしと認めます。 

 これをもちまして議案第26号の質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議案第26号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇委員長（大渕紀夫君） 全員賛成。 

 よって、議案第26号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

                                           

    ◎議案第２７号 白老町行政財産の使用料徴収条例の一部を  

            改正する条例の制定について       

〇委員長（大渕紀夫君）  議案第27号 白老町行政財産の使用料徴収条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題に供します。議案書27―１をお開きください。 

 質疑に入ります。質疑のございます方、どうぞ。ございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） 質疑なしと認めます。 

 これをもちまして議案第27号の質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） 討論なしと認めます。 

 採決いたします。議案第27号 白老町行政財産の使用料徴収条例の一部を改正する条例の制

定について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 
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          〔挙手全員〕 

〇委員長（大渕紀夫君） 全員賛成。 

 よって、議案第27号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

                                           

    ◎議案第２９号 白老町介護保険条例の一部を改正する条例  

            の制定について             

〇委員長（大渕紀夫君）  議案第29号 白老町介護保険条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを議題に供します。議案書29―１をお開きください。 

 質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。ありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） 質疑なしと認めます。 

 これをもちまして議案第29号の質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） 討論なしと認めます。 

 採決いたします。議案第29号 白老町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇委員長（大渕紀夫君） 全員賛成。 

 よって、議案第29号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

                                           

    ◎会議案第１号 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する  

            条例の一部を改正する条例の制定について  

〇委員長（大渕紀夫君）  続きまして、別紙でございます。会議案第１号 議会の議員の報酬

及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。会議案

１―１をお開きください。 

 質疑に入ります。質疑のございます方、どうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） 質疑なしと認めます。 

 これをもちまして会議案第１号の質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） 討論なしと認めます。 

 採決いたします。会議案第１号 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 
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〇委員長（大渕紀夫君） 全員賛成。 

 よって、会議案第１号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

                                           

    ◎議案第１０号 平成１５年度白老町一般会計予算 

〇委員長（大渕紀夫君） 議案第10号 平成15年度白老町一般会計予算を議題に供します。 

 恒例によりまして歳出から質疑に入りたいと思います。一般会計予算書94ページをお開きく

ださい。         

 質疑に入ります。１款議会費及び２款総務費に入ります。 

 94ページ、１款議会費から110ページ、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費まで

質疑のございます方はどうぞ。ページ数を言って質疑をお願いしたいと思います。総務管理費

までです。ございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君）  それでは次に、110ページ、２目姉妹都市費から120ページ、９目車

両管理費まで。 

 14番、清水委員。 

〇14番（清水孝司君）  清水です。最後の120ページ、車両管理費についてお伺いしたいと思

います。 

 これにつきましては、車両の共用化と車両が非常に多いという発言をしたのですけれども、

見直しされるという話もありましたので、その後どのようになっているのか、その状況につい

てお伺いします。 

〇委員長（大渕紀夫君） 三国谷総務課長。 

〇総務課長（三国谷公一君） 公用車の台数の関係でございますけれども、清水委員の方から

そういった台数が多いよということでご指摘、ご意見をいただいておりましたけれども、一応

見直すという形で進めてございますが、これは今ある車両を方法としてはできるだけ新しく更

新しないという形で、職員と同じですけれども、そういう形で進めておりまして、ただできる

だけ使えるものは使いたいという部分もございますので、現実的にはそう多くは減ってござい

ませんが、今のある車両を有効に活用するという部分してございますが、今後もそういった方

針でなるだけ効率的な車両管理をして少ない台数でやっていこうという姿勢に変わりはござい

ません。リース等も今いろいろ検討してございます、経費の面で。ただ、リースの関係で比較

しますと、購入している車両、購入というのは今逆に言うとしていませんから、今の段階では

なかなかリースに変えていくということも難しいのですが、今後とも購入するような時期にな

りましたら、そういう場面になりましたら、そういうことも十分比較検討しながら進めてまい

りたいと、このように考えてございます。 

〇委員長（大渕紀夫君） 14番、清水委員。 

〇14番（清水孝司君） 今の答弁で大体状況わかりましたけれども、具体的に古いやつ目に見

える台数も減ったなという状況、いつごろの状況になるのか、その点についてお伺いします。 
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〇委員長（大渕紀夫君） 三国谷総務課長。 

〇総務課長（三国谷公一君） 現在一番古いのでも12年ぐらい前に買っているのもあるのです。

ですから、これらはもう廃車にしなければならないのですが、廃車にしなければならないとい

うのは廃車すれば減るのですけれども、これらについて稼働率も今のところ多いというご指摘

ございますが、庁舎にある分については90％以上超えているのです、稼働率が。そんなことで

すから、なかなか廃車にできないという部分はあるのですけれども、今のところそういうこと

も現在は使っておりますけれども、これらを廃車にするときに更新しないで台数を減らしてい

こうと、こういう考えだということでご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 16番、加藤委員。 

〇16番（加藤正恭君）  16番、加藤ですが、115ページ、４目の職員厚生管理費です。昨年も

この件についてご質問申し上げたのですが、総合健診委託料481万1,000円、町立病院をできる

だけ利用したドックに入っていただきたいという昨年要望をいたしました。昨年度のご返事で

は、十二、三％しか役場の職員は利用していないと。それには、いろいろ理由があることはわ

かったのですけれども、極力町立病院を利用したいと、こういうご返事だったのですが、その

後改善されているかどうか、パーセント的にも少し伸びているのかどうか、そのあたりを伺い

たいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 三国谷総務課長。 

〇総務課長（三国谷公一君） 総合健診の町立病院の活用の関係でございますけれども、これ

につきましては結論から申し上げますと13年と14年比較しましても割合的には変化はないとい

うのが実態であります。現在札幌の循環器クリニックと町立病院と苫小牧保健センターと、こ

の三つが指定されているわけでございますけれども、そのうちに今年度の予算につきましては、

40歳以上職員対象でございますが、大体の見込みとしては町立病院はそのうちの10％程度と、

こういうふうに見込んではいるわけでございます。病院としましては、これは役場の中に衛生

委員会というのがございまして、職員の健康の管理についていろいろと対策を講じているわけ

ですが、それの中に院長先生も入っておられまして、こういうことが議会でも取り上げられて

いますと、意見としてございますよという中でお話もさせていただいているのですが、ただ町

立病院の方も人間ドックということで専門にやっているわけでございませんので、受け入れ態

勢としては週に毎週水曜日、伺ったときではたしか２名程度の受け入れしかできないと、こう

いうようなことも伺っておりまして、そういう話もあるけれども、なかなか難しいというよう

な実は実態もございます。職員も今言った三つのところに１回行きますと、そこにデータが全

部年次であるものですから、その経年変化もわかりやすいとか、やっぱり利用しているところ

が利用しやすいということもございますので、職員には近いですし、何といっても町立病院で

すから、できるだけ使っていただくようなことではお願いしてございますが、実態としてはそ

ういうことだということでご理解をいただきたいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 16番、加藤委員。 

〇16番（加藤正恭君） 大体趣旨はよくわかるのですが、町立病院のいろんな問題も議会でい
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ろいろ議論されておる、そういう経過あるし、私も病院運営審議会のメンバーの一人として町

立病院をぜひ町民の皆さんに使っていただきたいというようなことでいろいろ改善等もやって

おるのですが、なかなかそうはいかない。町民全体の15％程度しか町立病院を使っていないと

いう中で、町の職員が率先して、いろんな条件はわかるのですが、そういう大きなところに行

きたいとか、そういう問題もわかるし、データの問題もわかる。ですけれども、職員みずから

が範を示すという姿勢を意識的にできるだけ持つような指導をしていかなければ、何のための

町立病院かと、こういうことも我々町民の一人としてはそう思わざるを得ない。そういう意味

でもう少し積極的に、多少無理でも町立病院を利用しようと、こういう気持ちになるような指

導をしていただきたいと思うのだけれども、そのあたりの考え方について伺いたいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 山本助役。 

〇助役（山本 薫君） いろいろ受け入れに当たっての受け入れ側の制約があったり、それか

らあるいは健診項目が他の機関と若干数が少ないといったような問題もあるにせよ、やはり職

員が率先してかかる等の環境をつくっていかなければだめなのかなと、こんな思いもします。

それと、職員のみならず国保においても人間ドック予算額持っているわけでありますから、こ

ういうことも含めて、職員はもとより町民の皆さん含めてやはり町立病院を利用してもらえる

ような手当てを講ずるべく努力していくべきものというふうに思っていますので、今の意見踏

まえて再度また職員の衛生委員会の中でもこのことは取り上げてＰＲして理解を求めていきた

いと、こんなふうに思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） １番、塚見委員。 

〇１番（塚見紀雄君） １番、塚見です。120ページの車両管理費、この件について町公用車

の車検台数、２年車検的なものもあれば１年間に何台くらいのあるのか、それから各白老町内

の修理工場というか、運輸省認定の工場にくまなく分担しているのか、認定受けていない段階

でそういう車検的なものを出しているのか、それから聞かれるところあたかも町外にも出して

いるといううわさもちょっと聞いているものですから、その点あたりはどうなっていますか。 

〇委員長（大渕紀夫君） 暫時ちょっと休憩いたします。 

          休憩 午前１０時３１分 

                                           

          再開 午前１０時３１分 

〇委員長（大渕紀夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 三国谷総務課長。 

〇総務課長（三国谷公一君） 15年度の予算における車検でございますが、14台を予定してご

ざいます。この車検を出すに当たっては、町外の業者に発注しているかと、こういうことでご

ざいましたね。それはございません。町内で車検については、発注しているという状況でござ

います。 

〇委員長（大渕紀夫君） １番、塚見委員。 

〇１番（塚見紀雄君） 塚見です。今聞いたところによると、運輸省の認定を受けていないで
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も町の指名業者云々という段階であり得るのかどうかということです。認定とっているのもと

っていないところもあります。例えば民間車検的なスタンドやそういう個人的云々という段階

でも、そういう車検なども発注しているのかどうかということですけれども。 

〇委員長（大渕紀夫君） 三国谷総務課長。 

〇総務課長（三国谷公一君） そういう事例はないという認識しているのですが、これについ

てはちょっと調査というか、調べてみましてお答え後ほどさせていただきたいというように思

います。保留させていただいてよろしいでしょうか。 

〇委員長（大渕紀夫君） 塚見委員、よろしいですか。 

 では、調べてわかりましたら、後ほど答弁願いたいというふうに思います。 

 続行いたします。 

 13番、吉田委員。 

〇13番（吉田和子君）  13番、吉田です。115ページの５目広報広聴費のところで伺いたいと

思います。 

 広報活動についてのことなのですが、今回白老町「広報げんき」も賞をとられたということ

で、大変広報づくりに苦労され、努力をされているということだと思います。この広報のあり

方についてちょっと伺いたいと思うのですが、広報というのは町民の方々にとっては町の動き、

それから町の健康、それからいろんな行事に関しての情報を入手する大きな役割を持っている

と思うのですが、そのことで周知率というのですか、その辺をどのようにとらえていらっしゃ

るのか伺いたいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 煤孫企画課長。 

〇企画課長（煤孫正美君） それでは、広報の関係ですので、私の方からお答えいたします。 

 今言われたとおり、町民の方にいかに伝わっているかどうかということを昨年４月に町民を

対象にしましたアンケート調査をさせていただいております。その中でやはりいろいろな分野

でこういうものを載せてほしいとかということは、そのアンケート調査でちょっと分析されて

おりますけれども、一番大事な広報を読んでおられる方がどれだけいるかというところが大き

いポイントで私たちもやったのですけれども、その結果やはり50％ぐらいの方がどの記事も全

部読むという回答をいただいています。それと、ほぼこれで九十何％いくのですけれども、あ

と49％の方が関心のあることを読むということで、全体的にはほぼ九十何％が広報を読んでお

られるというような形で、そういう形で確認をとって進めております。 

 以上でございます。 

〇委員長（大渕紀夫君） 13番、吉田委員。 

〇13番（吉田和子君） 広報の読まれているかどうかということは、大きな一つの目的である

と思いますので、大変ご苦労されていると思います。その中でこういうことがあるのですが、

今97％の方が、大体49％の方が関心のあるものということなのですが、私はいろんな町の今行

っている大きな項目については前に載せていますので、大体皆さん目を通すところとかとある

と思うのですが、健康に関することの行事だとか、いろいろなお知らせするコーナーがありま



 13 

すよね。あそこは、びっちり次から次へと書かれていまして、あの中でいろんなお知らせがあ

って、そのことがわからないでいる方がかなり多いと。高齢者が特にそうだと思うのです。健

康に関することだとか、それからこういう注射を受けてくださいだとか、例を挙げればインフ

ルエンザのときなんかもそうなのですが、そういうお知らせが載るのですが、お話を聞くとな

かなかわかっていないという。読まなかったのと私も安易に言ってしまうのですが、読めない

と言うのです。あれだけ細かく書かれてしまうとわからないと。読む気になかなかならないと。

申しわけないけれども、読めないのだという話があったのです。そういうことでそういう部分

に関しては、広報のあり方をもうちょっと考えるべきではないかと思いまして、町の職員の方

とお話ししたのですが、回覧にするとか、大事な部分。結局インフルエンザなんかも例に挙げ

ますと、インフルエンザが流行して医療費が抑えられるという抑制も含めて安くというか、町

の補助もあって1,000円で受けれたと思うのですが、そのことを知らないで受けれない人が結

構いたのです。そういうことをちょっとお話ししましたら、広報に載せていますと。広報でな

かなかわかり得ないので、回覧ではどうでしょうかとお話をしましたら、読まない人は回覧も

読まないのではないでしょうかというお話だったのです。字も読めない方は、回覧回しても読

めないですよねと言われたのです。そういうことをちょっと私も高齢者の方とお話ししました

ら、広報は読めないけれども、回覧は持ってきた方に聞くというのです。そういうお話があっ

たのですけれども、私は別に回覧をすれということではなくて、きのうもちょっと答弁の中で

ありましたけれども、高齢化率が24.4％になったということで、もう25％が間近だと思うので

す。そういうことで、広報のページのとり方だとか段だとかというのを、文字数とか決まって

いると思うのですが、その中に高齢者のお知らせページとかというふうに字を大きくして１ペ

ージを大事なお知らせを載せるとか、そういうようなちょっと工夫みたいなものは考えられな

いかどうか。ページ数の構成だとか予算の関係もあると思いますけれども、字を少し大きくし

て注目できるような、ここはぜひわからなかったら聞いてくださいとかというふうにしてでも、

知らなかったということがないような方法として、回覧になるとまた町内の方が回したりとか

大変な回数が多くなるということもあります。そういうことでは、大事なお知らせをする広報

の一部分を高齢者にお知らせのページとかというふうにして、字を大きくして少ない項目でわ

かりやすくするという方法は今後考えられないかどうかということをお尋ねしたいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 煤孫企画課長。 

〇企画課長（煤孫正美君） ご質問のとおり私どもの方も担当部局としては、今言われました

24.何％の高齢化率ということで、もう若い方と逆転するような比率になりましたので、こと

し15年度にもう一回広報広聴計画の見直しを考えております。その中で、やはりこれからの社

会に対応した広報はどうあるべきかということを含めまして、今のような事柄も全部網羅した

中で計画のつくり直しを今計画しておりますので、その中で対応していきたいというふうに思

っております。 

〇委員長（大渕紀夫君） ほか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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〇委員長（大渕紀夫君） なければ、次に移ります。 

 120ページ、10目企画調整費から130ページ、18目諸費まで質疑のございます方、どうぞ。 

 14番、清水委員。 

〇14番（清水孝司君）  14番、清水。129ページの５目元気まち運動推進事業、これについて

お伺いします。 

 元気まち、これはもう見野町長の大きな公約の一つでずっと元気まち、元気まちで推進して

まいりましたけれども、今後見野町長が退任される後これを継承していかれるのか、予算にあ

りますので、どのような考え方でおられるのか、これについてお伺いします。 

〇委員長（大渕紀夫君） 煤孫企画課長。 

〇企画課長（煤孫正美君） 元気まちの運動推進ということでございますが、町としましては

これからのまちづくりについてはいろいろ先ほど言いましたように高齢化社会だとか経済情勢

だとか、そういう中でまちづくりを進めていかなければならないということになればまず何が

必要かというと、町民のみなさんのいろいろな活動だとか、いろいろな協力体制だとか、そう

いうものがやはりこれから是が非でも自治体運営には必要になってくるという判断を持ってお

ります。そういう面でそういうことも含めまして、元気まちの中でいろいろと町民の皆さんを

入れまして、行政も入れまして、これからの新しい自治体形成に向かってはこういう形という

のは是が非とも必要なものということをとらえておりますので、今後についても担当部局とし

ては進めていきたいというように考えております。 

〇委員長（大渕紀夫君） 14番、清水委員。 

〇14番（清水孝司君） これだけ定着しましたから、ぜひその方向がいいのでないかと思いま

す。 

 それで、特にその下の同じページの129に町民まちづくり活動センター、この中身ちょっと

お知らせしていただきたいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 煤孫企画課長。 

〇企画課長（煤孫正美君） 町民まちづくりセンターということでございますが、前段として

はこれからの自治体を進める上で今のような経済背景だとか社会背景、それから高齢化社会等

を考えた場合に、やはりこれからは行政のみで自治体運営というのは非常に難しくなると。厳

しい財政状況等を反映してそういうことになりますと、やはり町民の方々の協力なくしてはこ

ういうまちづくりはこれから進めていけないだろうと。幸い本町には、約400団体ぐらいのま

ちづくりの活動団体があります。かかわっている方が2,000人ぐらいおられます。現在のとこ

ろこういう組織というのがみんな若干ばらばらな形で動いているということでおりまして、こ

れをまとめることによって大きな力になって行政の目の届かない隅々のところまで目が届いて、

これからの自治体運営の姿でないかというふうに思っておりますので、これらの活動団体をや

はり一つのまとめることが先決だろうと。そういうものを含めてこのまちづくりセンターの中

で盛り込みまして、行政の一翼を担っていただくような形でつくっていくというような、そう

いうものを主の目的としてこのまちづくり活動センターを立ち上げるということです。最終的
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には、協働のまちづくりをさらに推し進めていくための組織というようなことでご理解いただ

ければというふうに思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 14番、清水委員。 

〇14番（清水孝司君） そのセンターの場所的には、どこを指してセンターと言っているので

すか。 

〇委員長（大渕紀夫君） 煤孫企画課長。 

〇企画課長（煤孫正美君） 現在のところは、やはり町民生活に密接にかかわっております町

内会連合会、町内会連合会といいますと町内会が全部組織されておりますけれども、そこがま

ずもって町民生活の一番近い状態にある場所でないかということで、今町連合の中でそういう

組織をまず一角で立ち上げていきたいというふうに考えております。 

〇委員長（大渕紀夫君） 16番、加藤委員。 

〇16番（加藤正恭君） 16番、加藤ですが、123ページ、10目企画調整費のうち19節千歳・苫

小牧地方拠点都市地域整備推進協議会10万円の支出になっておりますが、昨年も10万円ほど支

出されております。一時この地方拠点都市というものが注目された時期があったのですが、毎

年このような協議会に支出しておりますけれども、その結果、その成果といいますか、そうい

うものについては何をやっておるのか、どういう結論が出ているのかという、そういうものが

全然我々には知らされていないということで、この活動の内容です。どういうことをしておる

のか、その結果はどうなのかということをここ長い間やっておると思うのですが、我々には全

くわからないのですが、それなどの報告はいかがなものでございましょうか。そのあたりはど

うですか。 

〇委員長（大渕紀夫君） 煤孫企画課長。 

〇企画課長（煤孫正美君） ご質問の地方拠点の関係なのですけれども、これはご存じのよう

に苫小牧市、千歳市、恵庭市、３市、さらにあの周辺の白老町も含めて、そういうふうな形で

組織してやっております。当初の考え方としましては、やはり千歳空港周辺として新しい北海

道の地域をつくるということで進んでおります。本町についてもその計画をもとに計画書を策

定しまして進めておりましたけれども、ただ時代背景がこのような形になってきたということ

がやはり大きな要因で、事業が進んでいないというのが実態でございます。ただ、苫小牧市、

それから千歳市、千歳市は特に空港周辺の立体交差だとかあの辺の南千歳駅周辺についてはや

はりこの地方拠点都市の中で整備しておりますので、そういう面では全体的としては進んでい

るということでございます。ただ、本町だとか早来町等につきましてはやはり財政事情の関係

から、計画に盛り込んでいるものが着手されていないというようなことで、具体的にはそうい

う形になっておりまして、今後さらにこの計画書に基づいた中の事業については本町の考え方

としては進めていきたいというように思っておりますけれども、現在のところはちょっと姿が

見えていないということの実態でございます。 

〇委員長（大渕紀夫君） 16番、加藤委員。 

〇16番（加藤正恭君） この協議会が白老を含めて余り活発に活動していない。国とか道から
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おりてくるもろもろの計画というのに巻き込まれていって、巻き込まれるという言葉は変かも

しれませんが、それに基づいて白老町でまたいろいろ計画を立てるということが過去にいろん

なものがございます。ところが、それはそのときでやるのですが、その後何かしり切れトンボ

になってそれらの計画が継続しているのかしていないのか、ここで言えば東胆振広域振興会な

んていうのは非常に活発にしているのでないかという認識は私どもはあるのだけれども、拠点

都市なんていうのはどこに入ってしまっているのかさっぱりわからぬと。金が10万円出してい

るから出していないからという問題ではなくて、そういう計画というものがいっぱい出てきて

います。過去にあったのです。我々もあの計画そういえばあったな、こういう計画があったな

と言うのですが、もう書庫の隅っこに入れられてその計画書を見たこともないというようなの

が随分あるのです。それで、そういう過去のいろんな計画書があるのだけれども、どうなった

のかということは我々もわかりません。役場でも恐らくわからないのではないかと思うのだけ

れども、将来的にはそのあたりもう少し整理するような方向性に持っていかなければならない

のではないかなという気がするのですけれども、そのあたりはどのように考えておられますか。 

〇委員長（大渕紀夫君） 煤孫企画課長。 

〇企画課長（煤孫正美君） ご質問のようにいろいろな計画は確かにあります。ただ、この地

方拠点の関係につきましては、姿としては見えておりませんけれども、私ども中核イオルを要

望する候補地に手を挙げたときに、地方拠点都市の位置づけというのがやはり大きくこの中核

イオルを誘致するときに要因になったというふうに押さえております。ということは、やはり

千歳空港だとか、そういう中で一体にして整理することによって中核イオルの重みが増します

よということで、そういう形でご説明申し上げておるところで、そういう面では形にあらわれ

ていないのですけれども、サブ的に後ろから非常に支援するような形にはなっております。で

すから、やはり時代にそぐわない計画ということであれば、それはやらなければなりませんけ

れども、そういうことでその辺を見きわめながら計画書の見直しといいますか、再検討といい

ますか、そういうものについてはやっていきたいというふうには思っております。 

〇委員長（大渕紀夫君） 16番、加藤委員。 

〇16番（加藤正恭君） 16番、加藤ですが、確かにバックグラウンドとしてそういうものがあ

ったから、イオル計画が成就したと、こういう理屈はそれは全体的に考えればなきにしもあら

ずだと思うのです。確かに効果はあると思うのだけれども、やはり何々協議会、何々委員会と

かといろんなものがそのたびにつくられているわけです。どこでどうなっているのかというこ

とが、ただ協議会があるから、負担金を支出するのですよだけのことであってはならないと思

うので、やっぱり実効性のある協議会、委員会なりを立ち上げていくのであれば私は大いに結

構だと思うのですが、それは途中でどうなったのか私どもも記憶にないなんていうようなこと

が往々にしてあるものですから、そのあたりをもう少し整理すべきではないかなと思うのです

けれども、その点についてだけ聞きたい。 

〇委員長（大渕紀夫君） 煤孫企画課長。 

〇企画課長（煤孫正美君） そのとおりで私どもこれからちょっと計画の分類をしまして、や
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はりその辺のことを整理するということでこれからも進めていきたいと思います。どういう計

画があるかというのは、さらに町民の皆さんにこういう計画がありますよという、そういう機

会もやはりＰＲというか、広報というか、そういうところで持っていきたいというふうに思っ

ております。ご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 11番、斎藤委員。 

〇11番（斎藤征信君） 斎藤です。18目諸費、130ページ、最後です。 

 防犯対策経費に絡んで前にも伺ったことがあるのですが、末広町あたり一帯が集中的に泥棒

に入られたとかなんとか、それで随分騒いで、町内の方も聞きますとかなり運動を進めて対策

をとっているようなことを聞いていますし、それから最近はパトカーが出入りしていてパトカ

ーに出会うことも多くなったような気がするのですが、その後成果というのがあったというふ

うに報告されているのかどうなのか、そのあたりを伺いたいなということが一つと、その下に

あります自衛官募集事務に絡んでですが、白老町民の応募というのはどんな状況になっている

のか、そのあたりわかりましたら、教えていただければというふうに思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 久慈生活環境課参事。 

〇生活環境課参事（久慈幸男君）  今の末広地区にいろいろ防犯関係で空き巣に入ったとかと

いう話は聞いておりますが、その辺パトカーが出てどういう成果を上げたかというのをちょっ

とまだ今把握しておりませんので、後でご報告申し上げたいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 三国谷総務課長。 

〇総務課長（三国谷公一君） 自衛隊協力会の、ご質問は連合会に町民が何名入っているかと

いうことでよろしいですか。 

          〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇総務課長（三国谷公一君） 採用ですね。ことしは８名で、先般激励会を連合会として実施

したばかりでございます。８名でございます。 

〇委員長（大渕紀夫君） 11番、斎藤委員。 

〇11番（斎藤征信君） 防犯に絡んで、かなりのうちで防犯対策としてかぎをつけたとかさく

を自分でつけたとか、そういうような話も聞いているのですが、そういうものに対する助成な

んていうのを考えなくていいのかどうなのか、そんなことだとか、それから防犯灯が今の数で

足りているのかどうなのか、そのあたりどうなのか伺いたいと思います。 

 それから、自衛官募集は８名ということがわかりました。それで、８名というのは要請に対

して十分なのか、もっと強化しなければならないのかというふうにどうとらえているのか、そ

のあたりわかりましたら、教えてください。 

〇委員長（大渕紀夫君） 久慈生活環境課参事。 

〇生活環境課参事（久慈幸男君）  防犯灯の方からちょっとご説明をしたいと思いますが、今

現在防犯灯町内に全部で1,430灯ばかり設置されております。それで、ことし14年度は町内会

から要望ございまして、27灯ぐらいの要望がありました。それで、予算等の絡みもありまして

７灯設置いたしましたけれども、設置するときに各町内会に地域安全推進員という方いらっし
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ゃいまして、それで夜ずっと見回って設置された場所が適当かどうかということの判断をしな

がら設置箇所を決めているわけですが、今の質問ですと防犯灯足りないのではないかと、こう

いうようなお話だと思いますけれども、私もちょっと回りましたけれども、不特定多数の人が

たくさん通る場所の公道についてはおおむねもう設置されたのかなというふうに考えておりま

す。それで、今いろいろ要望出てきているのはわき道というのですか、私道あたりにつけてく

れというのが結構要望がございまして、これは我々としては町内会の街路灯の設置の方ですよ

というようなお答えをしている状況でございまして、街路灯も町内会で設置されたのは1,700

灯ぐらいありまして白老町に全部で3,200灯ぐらいの電灯がついていると、こんなような状況

でございますので、おおむねもう十分でないかなという感じはしております。 

 それと、もう一つのかぎの方の助成については、これほかの市町村の状況なんかも見てちょ

っと勉強したいなと、こう思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇委員長（大渕紀夫君） 三国谷総務課長。 

〇総務課長（三国谷公一君） ただいまの自衛隊の関係のご質問でございますけれども、８名

ことし採用ということで申し上げましたが、この方については一定の教育を受けてそれぞれの

部隊に派遣されると、そういうふうに聞いてございますが、全体として自衛官の数が足りてい

るかどうかと、こういったことにつきましてはこれ国の自衛官の定員管理の範疇でされている

ということだというふうに理解しておりますので、基本的には足りているというふうに考える

のが自然かなと、こういうふうに思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 13番、吉田委員。 

〇13番（吉田和子君） 13番、吉田です。129ページの環境衛生推進助成事業というのがある

のですが、300万なのですが、これはごみの有料化に伴いまして各町内にごみ博士のような感

じで巡回していく形をつくりたいということの300万の予算なのでしょうか。 

〇委員長（大渕紀夫君） 二瓶生活環境課長。 

〇生活環境課長（二瓶 充君） 昨年この事業実施いたしまして、ことしもそういう形の中で

進めていくということでのせております。 

〇委員長（大渕紀夫君） 13番、吉田委員。 

〇13番（吉田和子君） 私たち町内会でもこのことを今回もいろいろ話し合ったのですが、担

当の方を決めたのです。その方からのいろんなお話があったのですが、自分の住む近辺のごみ

ステーションはまだいいのですが、町内会ずっと回るというと何カ所かあるのですが、そこを

ただ点検して歩くとほかの人からあの人何やっているのだろうと。よく点検してくれていると

思ってくれる、町内でもちゃんとお知らせするのですけれども、ごみ場をあさっているように

思われることがあるという話の中で、その方の希望は腕章なり、ごみを巡回していますという

ジャンパーだとか、そういうものがあるとすごくやりやすいのですというお話があったのです。

私も本当にそうかなと思ったのです。そうすると、黄色いジャンパーなら黄色いジャンパー着

ている人は、これが全町内にいると、あの人たちは全部ごみをしっかりと分別されているかど

うか、きちっとされているかどうかということを点検して歩いているということが一目でわか
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ると、そういうふうに腕章だとちょっと目立たないような気がするのです。だけれども、それ

をお金として支給することももちろんいいのですけれども、2,000円ぐらいでそういう薄いジ

ャンパーって買えるのではないかという話がありまして、町で出そうかという話もしていたの

ですけれども、これ全町的にそういう形にしてみなさんに、町内で300万円のお金をつぎ込ん

でいるわけですから、全町内がこういうふうにしてごみをきちっと巡回してこういう人をつく

ってやっていますよということをお知らせするということと、それから選ばれたメンバーの人

たちをしっかり研修をしていただいて、ご婦人とかの方々の中にごみの分別がまだよくわから

ないと。ごみ自体がいろんなもので組み合わさっているものがあると、それがどちらだろうと

なかなかわからなくなるという話があるのです。迷ってしまうと。そのたびに役場に電話かけ

て聞くわけにいかないという。来ていますけれども、各家庭に。あれだけではわからないもの

が結構ごみの中にあるということで、こういうごみ博士と言われる人をつくるのであれば、研

修をしてこの人に聞けばごみの分別がわかるという、そういうふうな形に持っていけないもの

かどうかということなのですが。 

〇委員長（大渕紀夫君） 二瓶生活環境課長。 

〇生活環境課長（二瓶 充君） 今吉田委員おっしゃいますとおり、各町内会、それから町民

もそうなのですが、環境に関する取り組み意識というのは非常に高いです。その中で300万円

自体の部分については、町内会で環境という、今ごみの部分で言っていますけれども、そのほ

かにいろいろ取り組みやっている部分があるわけです。言ってみたらクリーン白老とか、いろ

んな部分でのそういう中での一つの事業という部分で、もっと町内会で活動を活発にやってい

ただこうと、そういう中での一つの取り組み、推進事業ということなのです。その中で今実際

にうちでも環境清掃指導員という形の中でいろいろ地域の町内会の方に行ったり、指導もして

おります。そういう中で一時期は、いろいろ分別ができていなくて実際にそういう目で見られ

たとかという部分も情報としては聞いていましたが、最近ではそういう分別については結構よ

くできているというふうな情報を指導員の方からも聞いています。そういう中で300万円を一

つのユニホームみたいものをするのか、それとも腕章が見えるとか、そういう部分のところ、

基本的にこの補助事業の部分については町内会で自主的に考えてもらって、そして取り組んで

もらうという考え方で出している部分ですので、その使い道については、スタートして２年目

ですけれども、もうちょっと研究するという部分はあってもいいのかなという感じはしていま

す。ちょっと研究という形でご答弁させていただきたいなというふうに思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 13番、吉田委員。 

〇13番（吉田和子君） なかなか統一したものを持っていくというのは大変かと思います。30

0万円全部ジャンパー代にはかからないというふうに、2,000円ですと百何町内会ですから、20

万円ぐらいの金額かなというふうに思うのですが、クリーン作戦にしてもそれほどそのことに

お金を使おうということに町内が、クリーン作戦の回数も変わっていませんし、その辺を何か

町内でそういうことに関して変わったかということは、私たちの町内会では変わっていません。

ですから、どちらかというとごみステーションをきちっとしてもらうという考え方になってい



 20 

ますので、そういう面では町内にあり方というのをもう少しきちっと徹底すべきかなというふ

うに思いますので、そのいいきっかけとしてこういうこともあり得るということもお知らせし

ていただければ、各町内で悩んでいる部分もありますし、実際にそれに携わっている方がやっ

ぱりそういう悩んでいるという部分もありますので、その辺の声を酌み取りながらもうちょっ

と積極的に働きかけていただきたいというふうに思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） ほか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） それでは、130ページ、２項徴税費、１目賦課徴収費から144ページ、

６項１目監査委員費まで質疑のございます方、どうぞ。 

 18番、佐藤委員。 

〇18番（佐藤悦夫君） 18番、佐藤です。135ページの固定資産税路線価鑑定評価決定調査経

費に関連をしますけれども、当町も何年か置きに固定資産の見直しをやっておりますけれども、

今年度平成15年度の見直しの方向についてはどのようにお考えなのか、また見直しによるとこ

ろの評価というものはどのような推移をたどっていっているのか、その２点をまずお尋ねをし

たいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 佐久間税務課長。 

〇税務課長（佐久間輝男君） 今のご質問の後の方からお答えいたしますけれども、平成６年

から現在の評価制度に変わっております。３年ごとに評価替えを行うということでございまし

て、土地と家屋について３年ごとに見直すと、こういうことでございます。土地と、それから

家屋ですが、土地については鑑定士を入れまして、その鑑定の価格に基づいて、７割というこ

とになりますが、評価を行うと、こういう経過でございます。それ以前は、いわゆる時価相場

といいますか、通常取引されている価格の大体３割から４割程度であったものが一応時価の鑑

定評価の７割ということで変更になって現在に至っている状況でございます。今回15年度で評

価替えでございます。評価替えの作業は、大体終わっておりまして、15年度につきましては５

月に固定資産税の納付書を発送する考え方でおります。土地については、平均で８％程度下落

しております。家屋についても大体６％から７％下落していると、こういう状況でございます。 

〇委員長（大渕紀夫君） 18番、佐藤委員。 

〇18番（佐藤悦夫君） 佐藤です。よくわかりました。そこで、鑑定士と実勢価格の差異とい

うのは、白老町内においてもその地域によっても差異があると思いますが、その辺のところは

どのようになっておりますかどうか、今回の予算計上の路線価決定予算書についてのこの予算

的な使い道は、どのような方法でお使いになるか、この２点お尋ねします。 

〇委員長（大渕紀夫君） 佐久間税務課長。 

〇税務課長（佐久間輝男君） 当然土地につきましては、その地域でもってばらつきはござい

ます。２番目の質問にもちょっと絡みますが、私どもとしては標準値のポイントを社台から虎

杖浜まで94ポイントをとらえてございまして、これを一つずつ申し上げるわけにはいかないの

ですが、それで鑑定をしていただくということでございます。どういうふうに説明したらいい
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かなと思いますけれども、宅地で申し上げれば公示価格等もございますけれども、平均して大

体ばらつきなく下がっているのかなと。ただ、大きく申し上げれば、旧宅造法で造成された地

域がございますが、これについては下落幅が大きいということが言えるかなというふうに思い

ます。 

 それから、15年度の固定資産の路線価の鑑定評価の関係でございますけれども、これについ

ては今度の評価替えが18年になります。これに向けて行うものでございまして、先ほど申し上

げた94ポイントのこれが総合的に適正であるかどうか、この辺をまず検証しなければならない

と。それから、同じような状況の地域がございますけれども、この辺も果たしていいのかどう

なのか。こういうことの見直しをしていかなければならないということの予算でございます。 

〇委員長（大渕紀夫君） 16番、加藤委員。 

〇16番（加藤正恭君） 16番、加藤ですが、賦課徴収費の関連でちょっとお聞きしたいのです

が、特別土地保有税というものが今回から廃止になったというふうに伺ったのですが、これは

特別土地保有税というのは10年間というふうに、それから記憶間違いなければあれですけれど

も、5,000平米以上の土地にかかるのですよというような話を聞いておったのですけれども、

今回廃止になったというのは10年たったから、もう廃止になったのか、そのあたりの経過につ

いてもう少し説明を願いたいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 佐久間税務課長。 

〇税務課長（佐久間輝男君） 特別土地保有税というのは、5,000平米以上の土地を取得した

場合に取得分として課税されますと。それから、それを10年間持っていた場合に保有分として

課税しますと、こういうルールでございます。今回廃止になったというのは、制度そのものを

廃止したということでございまして、この議論につきましては相当長くからございまして、こ

の経済情勢を受けて日本の政策的な判断をしたわけでございますけれども、こういう経済情勢

で土地が動かないと、取引がないということが最大の原因でございます。私どもとしては、現

在では1,500万程度ありますので、相当全国の市町村から反対を受けて延び延びになっていた

経過がございまして、今回経済の活性化を図るために廃止したと、こういうことでございます。 

〇委員長（大渕紀夫君） 16番、加藤委員。 

〇16番（加藤正恭君） 16番。ちょっとしつこいかもしれませんが、そうすると例えば昨年と

か一昨年に5,000平米以上の土地を取得した人も課税の対象になっていたのですけれども、そ

れが今回で打ち切りと、課税の対象にならなくなると、こういうふうに理解していいのですね。 

〇委員長（大渕紀夫君） 佐久間税務課長。 

〇税務課長（佐久間輝男君） 全くそのとおりでございまして、今回の取得分から、もちろん

保有分もそうなのですが、一切課税はしないということでございます。 

〇委員長（大渕紀夫君） ほか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） なければ、暫時休憩をいたします。 

          休憩 午前１１時１４分 
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          再開 午前１１時３０分 

〇委員長（大渕紀夫君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 先ほどの答弁漏れの答弁をしたいということがありますので、最初に塚見委員の質問に対し

て、堀江財政課参事。 

〇財政課参事（堀江 寛君） では、先ほどの塚見委員のご質問にお答えいたします。 

 質問の趣旨としては、運輸省認定以外の工場に町の公用車の車検を出しているかということ

でございますが、結論から申しますと出しておりません。町内に今七つほど指名願が出ており

まして、その七つの中で車検を出しているということでご理解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

〇委員長（大渕紀夫君） 続きまして、久慈生活環境課参事。 

〇生活環境課参事（久慈幸男君）  先ほど斎藤委員の末広の盗難の関係でお答えしたいと思い

ますが、年末年始にかけて末広地区14件盗難あったそうでございます。それで、被害金額につ

いては個人のプライバシーもあるということでちょっと言えないということでございますが、

今警察として、ホシとして一応考えているのが流しというふうな、専門の言い方していたので

すけれども、要するに白老に居住しない方が犯人でないかと。それで、白老行ったら今度苫小

牧だとか、苫小牧行ったら違う市町村やる、そういう流しの犯人でないかというようなお話で

ございます。それで、そういうことが二度と起こらないように今もパトロールを強化をしてい

ると、こんなようなお話でございます。 

 それと、先ほどちょっと私の方で防犯上のかぎの助成の話で検討したいというお話でしたけ

れども、個人の財産というのはやはり個人がきちっと管理するというようなことだと思います。

それが前提だと思いますので、私の意見は訂正させていただきたいと、こう思いますので、よ

ろしくお願いします。 

〇委員長（大渕紀夫君） それでは、３款民生費に入ります。 

 146ページ、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費から158ページ、４目乳幼児福祉費までご

質疑がございます方、どうぞ。 

 13番、吉田委員。 

〇13番（吉田和子君） 153ページの老人福祉活動補助金の中のホームヘルパー養成助成事業

というのがあるのですが、現在までのヘルパー資格取得者の人数がどれぐらいになったのかと

いうことと、それから現在たしか１回につき二十何名ぐらいだったと思うのですが、申し込み

状況というのはどうなのかということをお知らせ願いたいと思います。 

 それから、もう一点、157ページの身体障害者自立支援事業経費というのがあるのですが、

この中で自立支援ということになると自分でどこをという場所を今度選べるという、介護と同

じように、自分が介護を受ける場所を選べると同じように、身障者も自分がどこで生活をした

いかとかどこで仕事をしたいかということが選べる時代になったということなのですが、白老

町として身障者が働く場所というのはフロンティアだとか、それから愛泉園とかいろいろあり
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ますけれども、そういう中で今後白老町も、そこの施設の方々にお話聞くと愛泉園とか、そう

いうのがあるということで、ほかの市にはないところもあるのです、近隣の市で。白老町にち

ょっと集中してくる可能性があるというお話があったのですが、この方たちの仕事に対する支

援体制というのは何かあるのかどうなのか伺いたいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 三戸健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（三戸功二君） 最初のホームヘルパーの養成事業の関係についてお答え申し

上げます。 

 これは、社会福祉協議会が実施している事業でございまして、平成６年から実施をいたして

おりまして、現在平成６年から最初に３級の講習から始まっておりまして、３級を受けた方が

273名というふうにとらえております。それから、平成８年から２級の養成を行っております。

当然この２級については、３級を受けた方がその中から２級の講習を受けているということで、

２級を受けられた方が164名ということで、現在437名がこの事業によって講習を受けられたと、

そういうふうにとらえてございます。 

 それと、今の申し込み状況という部分については残念ながら私どもつかまえておりませんけ

れども、ただ全体的にちょっと今流れとしてお話し申し上げますと、当然２級を受けた方は次

の段階というのは１級という部分になろうかなというふうに思っていますが、お話を聞く中で

は最近は１級を取るというよりも、いわゆる国家試験である介護福祉士、そちらの方へ移行し

ている方が多いということで、１級への受講申し込みというのはちょっと少なくなってきてい

る部分あるのかなと。ただ、この２級の部分の今年度の申し込み状況というのは、先ほど申し

上げましたようにつかまえておりませんので、必要であれば後ほどちょっと調べてお答えした

いなというふうに思います。 

 それから、身障者の関係についてのいろんな利用に関しての制度的なものが変わってきたと

いうの、これは先ほどの児童デイサービスと同じくこれまでの措置制度から支援費制度に変わ

ってきたということで、おっしゃるとおり従前の措置制度から自分で選択して自分で決定でき

ると、そういう状況に変わっております。そういう中で働く場所のことについてお話ございま

したが、確かに今愛泉園さんを母体とするいろいろポプリだとかななかまど、そういうところ

の働く場、あるいはフロンティアだとか四ツ葉作業所、そういう部分で白老町にとってはまだ

十分と言えるかどうかは別にしても、それなりの体制ができておるのかなというふうには思っ

ております。ただ、これがそこへ近隣のところの充足度の問題から、白老町のそういう施設を

利用するという状況については現状においても若干ではありますけれども、例えば登別方面か

らフロンティアさんの方へお通いになっている方もいらっしゃるという事情も聞いております

し、そういう部分でいけばやはり白老の充足度に対する利用の、そういう部分の状況というの

はあるのかなというふうに思っています。ただ、この支援体制というお話でございますけれど

も、基本的には私どもの方も今例えばフロンティアさんだとか四ツ葉作業所さん、これは道の

制度を活用してのことでございますけれども、それに対しては当然町の方としても応分の支援

をさせていただいていると、そういう状況にございますので、ご理解をいただきたいと思いま
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す。 

〇委員長（大渕紀夫君） 13番、吉田委員。 

〇13番（吉田和子君） 13番、吉田です。ヘルパーのことなのですが、申し込み状況がちょっ

とわからないということで、私も受けたのですが、以前は本当に広報に載ったときに電話した

ときにはもうほとんど満杯状態になっているというぐらい申し込みが多かったのですが、今の

現状伺って今後これを継続していくというお考えなのかどうなのか伺いたいと思ったのですが、

少しぐらい減ってきても続けていくということであるのかどうなのか、その辺を伺いたいと思

います。 

 もう一点の方の身体障害者の自立支援、ここで前に「いきいき４・６」ができましたときに

清掃業務を障害者の方にお願いするということで今やっていますよね。６年ぐらいたったと思

うのですが、地方の議員の方々にそういうお話をしましたら、すごいことだねということでお

話があったのです。そういうことで、４・６でのやったことの実績を踏まえて今後福祉施設と

か、そういうところにそういう人たちの清掃というのを持っていくということができないのか

どうなのかなということもちょっと思ったのですが、その辺はどうでしょうか。 

〇委員長（大渕紀夫君） 三戸健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（三戸功二君） ホームヘルパーの養成事業の今後の展開のことでございます

けれども、私その申し込み状況が今の段階でちょっとつかまえていない部分ありますから、ど

の程度の需要があるということを踏まえながら当然検討していかなければだめな問題だろうと

いうふうに思っていますが、いずれにしてもこれは社協さんがおやりになっている事業に対し

て町の方で支援しているという部分ございますので、この辺はよく社協さんの状況なんかも踏

まえながら、いずれにしても今の福祉施策を進める上で国の方も基本的には在宅福祉を充実し

ていくという部分からいけば、ホームヘルパーさんの状況というのを、これはそういう人的部

分で充実していく必要があるだろうという、そういう基本的な考え方は当然だと思いますから、

ただ白老の場合、先ほど言いましたように実際活動している部分との人数等の違いはあります

けれども、そういう講習を受けられた方が四百数十名いらっしゃるという状況からすれば、白

老町におけるホームヘルパーさんの充足といいますか、全体の数としては相当いい数字でいっ

ているのかなと、そんなふうに思います。ただ、これをなおそういう講習を継続するかどうか

の問題については、今の現状を踏まえながら、また社協さんともよく相談していきたいと、そ

んなふうに思っています。 

 それから、今「いきいき４・６」で清掃業務、愛泉園の方にやっていただいております。こ

れを今後の施設の方へ展開というお話でございますけれども、当然それは全然検討に値しない

ということではないと思います。ただ、清掃をやっていただく、そういう内容にかなう状況に

あるかどうかという問題、これはやっぱりちょっと慎重に検討しなければだめでしょうし、基

本的にはそういう人方がいろんな角度で社会に参加して、いわゆる就労という形をとるような

ことについては今後ともいろいろ検討していく必要があろうということだろうなと、そんなふ

うに思っております。 
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〇委員長（大渕紀夫君） 11番、斎藤委員。 

〇11番（斎藤征信君） 斎藤です。何点かお伺いしたいのですが、147ページ、法律相談に絡

んでですが、法律相談ですから、弁護士さんの相談だろうと思うのですが、この弁護士さんに

よる法律相談の方法、どんな方法でやられているのか、それから相談の利用状況を教えていた

だきたいというのが一つです。 

 それから、151ページの循環福祉バスに絡んで、目標値に対して採算ベース合っているかど

うか、その利用状況を教えてください。 

 それから、もう一つ、153ページの老人温泉入浴券の件なのですが、こういう話があったの

です。せっかく入浴券をいただいたのだけれども、年をとって自由に歩けなくなって温泉まで

行けなくなったと。そういうところに入浴券が来たので、大変もったいない金なものだから、

それを何とかおしめに取りかえて、そういうものに取りかえてもらう方法というのがないのか

という話があったのですけれども、そういうことが可能なのか、だめでしょうとは話したのだ

けれども、このあたりどうなっているのかちょっとお伺いしたいです。 

〇委員長（大渕紀夫君） 久慈生活環境課参事。 

〇生活環境課参事（久慈幸男君）  法律相談の方からご説明をしたいと思いますが、この法律

相談の謝礼については壬生弁護士の方に顧問料という形の中で予算措置しているわけでござい

まして、町民からいろんな事案があった場合、町としてどのような対応をしたらいいかという

ようなことで、そういう相談をするというために顧問料を払ってございます。それで、ここ最

近は壬生先生にそういう形で相談したというのは一、二件かなというふうに感じております。

それとあと、そのほかに年２回ぐらい無料法律相談というのを白老町でやってございます。そ

ういうような対応も無料でやっていただいていると、こういうことも踏まえてこういう報酬を

お支払いしていると、こういう状況でございます。 

〇委員長（大渕紀夫君） 三戸健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（三戸功二君） 循環福祉バスの関係についてのご質問でございます。 

 目標値に対してどうかということでございます。先般今議会で補正予算させていただいた経

緯もございますけれども、まず昨年10月１日スタート以来、確かに利用料収入の見込みの部分

からいけば当初見込んだものより下回っているという状況がございまして、それでいわゆる補

助金の増額の補正をさせていただいたという経過がございます。ただ、10月以降この利用料収

入も実は確実に上がってきております。若干その経過申し上げますと、ちょっとまとめて申し

上げますが、10月では11万9,000円、11月で12万5,000円、12月で14万7,000円、それから１月

で15万4,000円、２月で15万7,000円ぐらいと確実に利用料としては上がってきているのです。

それで、この15年度予算の関係につきましては、今のこういう上がってきた実態を見ながら、

一応ちょっと低目には見ておりますので、予算的な問題からすれば枠内でおさまるだろうなと

いうふうには思っていますけれども、問題はやはり利用料というよりも利用する方をいかに多

くしていくか、そこの問題があろうかと思いますので、それに伴って有料利用料のことについ

ても上回っていくのだろうなというふうに思っていますから、いろいろ利用についての利便性



 26 

の向上というものは逐一図っていく必要があるだろうなというふうに思っています。 

 ちなみに、今議会の補正予算の議論も実はございまして、その際に、これは質問者委員長で

ございましたけれども、利用の実態といいますか、利用の実態と経費との費用対効果と申しま

しょうか、そういう部分のことについて私どもの方も現状の毎月の利用の、いわゆる実績とし

て出てくるものの評価とこの前の議論の後に実際にバスに乗り込みして実態調査もさせていた

だきました。その中で２便体制の部分で、２便まで要らない部分があるのではないかとご指摘

の部分がございましたけれども、そこの部分については確かに日によってはそういう状況があ

りますけれども、ほとんどが、例えばこれがすべてが２便体制でやっているわけではございま

せんので、朝の１便という形でやっているのですが、そこの部分でいけばこのバスが40人乗り

でございまして、その40人を超える状況というのが結構出ておりますので、それなりの２便体

制というのは、これ朝の便に限っていますけれども、必要な部分かなというふうに思っており

ます。いずれにしても、そういう状況は逐一把握をしながら費用との問題も含めて費用対効果

といいますか、そういうものも考慮しながら、なおかつまた一番は皆さんが乗って利便として

考えられるような方策をいろいろ考えていかなければだめなのかなと。ちなみに、昨年の12月

25日にも一部変更してございますけれども、今回はなおかつ時間帯の変更についていろいろ今

検討してございまして、これは特に先般も申し上げましたけれども、一般路線バスとの乗り合

い、乗り継ぎの時間帯の問題だとか、ＪＲの問題からいけばすずらんと朝の便でうまく連絡で

きるような時間帯だとか、そんなことを今含めて検討してございますので、この循環バスにつ

いてはいずれにしても皆さんが乗れるような状況の中で変えてきたことでございますから、そ

ういう利便性の向上を含めて皆さんにお乗りいただくような方策をいろいろと考えていきたい

なと、そんなふうに思っております。 

 それから、温泉入浴券の件でございますけれども、基本的にはこの券については申請主義で

やってございますので、一方的に送るということにはなっていないと思います。ですから、そ

ういう実態というのは普通あり得ないのかなと、こんなふうに思っておりますので、ご理解い

ただきたいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 11番、斎藤委員。 

〇11番（斎藤征信君） 弁護士の顧問料としての支払いなわけですけれども、意外と相談が少

ないのにちょっとびっくりしているのですけれども、今の時世ですから、かなりの数に上って

いるのではないかというふうには見ていたのですけれども、実際には女の方を通して、そして

弁護士の方へ相談をしてどう対応したらいいかというふうに聞いているのですよね。というこ

とで、今住民は金銭なんかに絡んで直接どうしたらいいのだという話を聞きたい人たちという

のがかなりいるのではないかという気がするのですが、面談で相談できるという、そういう便

宜がもっともっと必要ではないかという気もするのです。これだけのお金で十分なことをやれ

というのは、これは無理なことなのでしょうけれども、やはり週に１回とか時間決めてそうい

う方にお会いするだとか直接お会いして話を聞くだとか、そういうことが求められないかどう

か。この月１回ですか、無料相談だけで20万という金では、ちょっとかなり大きいなという気
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もするのですけれども、そのぐらいのことをやってもいいのではないかという気もするのです

が、そのあたりいかがでしょうか。 

 それから、バスの関係はよくわかりました。どんどん上昇しているということで、本当に努

力してきたかいがあったなという、これからももっとよくなっていけばということなのですが、

あと改善点と言えば乗り継ぎの話だとか何かありましたけれども、今こう改善しなければなら

ないような問題というのはそのほかに何か要望上がっているのでしょうか。そのあたりちょっ

ともう一回聞かせてください。 

 それから、もう一つの件は私の記憶というか、理解違いでしたので、これはわかりました。 

〇委員長（大渕紀夫君） 久慈生活環境課参事。 

〇生活環境課参事（久慈幸男君）  147ページの町民生活事務費の中で賃金で臨時事務職員と

いうのは、ことし36万9,000円計上しているわけですが、これは去年から消費生活相談員を配

置いたしまして、いろんな悪徳商法に対しての苦情、相談処理をしていると、こういうような

ことで、それで週３回来ていただきまして、今委員が申しましたようにいろんな相談最近多く

なっておりまして、面談はしております。それで、今４月から12月までの統計ですが、65件の

相談がございまして、それでそれに伴って解決された金額というのが約2,600万円ぐらいござ

います。そんなようなことで、そういう相談業務はそういう専門の資格を持っている方が当た

ってやっているということなのです。それで、この顧問料につきましては、なおかつ専門的な

見解を要する場合は壬生弁護士さんの方に通して見解を聞くというような、そういう体制はし

ていると、こういうことなのです。それで、先ほど私が言ったように顧問料的な要素も含めた

金額になっているよと、こういうことでございますので、ですから昨年そういう消費生活相談

員設置されたことによって、その辺の連携というのは十分なっていると、こういうようなこと

でご理解をしていただきたいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 三戸健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（三戸功二君） バスの件について、そのほかの改善策の要望はということで

ございます。 

 私どもの方でとらえているのは、昨年まちづくり懇談会でも出ておりましたが、いわゆる今

の時間帯の問題、この問題が一番大きく要望とされているというふうに理解をして、その改善

策に今努めているということでございます。 

〇委員長（大渕紀夫君） 見野町長。 

〇町長（見野 全君） 顧問弁護士の関係でちょっと私からお話し申し上げますが、町民の相

談の問題もあるのです、今言ったように。もう一つは、我々職場内で契約の問題だとか、いろ

んな問題あるのです。住民訴訟の問題も出てきますから、本当はもうこれから私の考えとして

は弁護士を職員として雇わなければならない時代が来るのではないかというぐらいなのです。

ですから、担当も仕事やっていたとき何か自分で法務関係をやってもちょっと半信半疑なとこ

ろあるものですから、そういうときは電話でもいいから聞くとか、あるいは顧問ですから、行

ったら速やかに時間とってくれて会ってくれるのです。そういうふうにスピーディーな仕事も
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するためにも、そういうことに位置づけているということにひとつご理解していただきたいの

ですが、町村会としても法務支援室というのをつくってあるのです。結局178町村の中でそう

いう問題ができてきまして、やっぱり弁護士のいないところもあったり、あるいは小さな町村

ですとそれだけに精通する職員もいないということで、町村会に道の人間ともう一人と臨時と

３人でやっている。大変成果上がっているのですが、そこにうちの大塩という者が出ておりま

す。そういうふうにして今いろいろ複雑な世の中なものですから、相当スピード要求されます

ので、これは専門的な弁護士にひとつお聞きしながら、事を進めているということも顧問弁護

士の仕事とあるということで補足させていただきます。 

〇委員長（大渕紀夫君） ほか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） ないようですので、昼食の休憩に入りたいと思います。 

          休憩 午前１１時５９分 

                                           

          再開 午後 １時００分 

〇委員長（大渕紀夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 158ページ、５目国民年金費から166ページ、９目ウタリ住宅新築資金等貸付事業費までご質

疑のございます方、どうぞ。 

 17番、玉井委員。 

〇17番（玉井昭一君） 17番、玉井です。159ページの重度心身障害者医療費給付費の件で、

今の内容はどうなっているのかお伺いしたいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 玉井委員、５目からなものですから、歳出全般で質疑を行いますの

で、そのときお願いいたします。 

〇17番（玉井昭一君） 済みません。 

〇委員長（大渕紀夫君） 14番、清水委員。 

〇14番（清水孝司君） 14番、清水です。161ページの６目総合保健福祉センター管理運営費、

13節委託料についてお伺いします。 

 ちょっと込み入った質問いたしますが、勘弁願いたいと思います。この総合保健福祉センタ

ーの施設管理業務委託料について、同保健福祉センター高齢者奉仕業務委託について、この二

つについてお伺いします。これは、高齢者事業団に委託されると説明がございました。私長年

議員やっております関係で、この事業の内容等明確に説明していただきたいことと高齢者事業

団についてなかなか理解できない面がありますので、ちょっとお伺いしたいなと思います。高

齢者事業団は、我々も期待される高齢者の就労の場確保ということでもう当然必要な制度であ

ると認識しております。しかし、白老町で白老町高齢者事業団は昭和61年に設立されていると

文献で承知しておりますが、その設立者、団体名をお知らせ願いたいと思います。それと、事

業団の基本方針の中で一般町民の支持と協力を得るよう行うとされていますが、事業団の会員

の話何人かに聞いてみますと、さまざまな疑問視されるお話がございました。また、会員以外
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でも町民の中でいろいろ疑問を抱く人もいます。なぜかなということで会員にお伺いしました。

それには、一会員は事業団に働いている人は共産党に非常にお世話になっているということも

述べられておる人も、または働いている中において賃金は固定でありませんので、変化がある

と。その中で赤旗新聞を読んでいるという人もおられるということと、また働きたいと高齢者

が要望していったところ、一けりで断られたという実例等々、さまざま疑問視する町民が多く

おられるということで、実際そうなっているのか、町でどのように掌握されているのか。 

 もう一点、この赤旗というと政党の新聞の名出した以上、この赤旗新聞を支援するかのよう

に、また影響大きい白老町が税金によって購入されていると聞いていますが、この理由と活用

効果、どのようなことでとっておられるのか、また何年何月から購入されているのか、それに

ついてお伺いいたします。わからなかったら、調べて答弁願います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 三戸健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（三戸功二君） 前段の質問にありました委託料の中身のことについてお答え

申し上げます。 

 センターの施設管理業務委託というのは、センターの祝祭日、それと夜間の警備の委託でご

ざいます。 

 それと、高齢者奉仕業務委託料につきましては、入浴施設持ってございますので、入浴施設、

それからセンターに来られる高齢者の方、そういう方のいろんな意味のお世話をしているとい

うのがこの奉仕業務委託でございます。今回これを民間に委託するわけでございますけれども、

そこに至った経緯というのは、これも今町内全体で行っている歳出削減のいろんな検討の中で、

いわゆるコスト比較をしたというのが基本になってございます。ちなみに、申し上げますと今

高齢者業務委託につきましては嘱託、それから高齢者奉仕業務については委託と一部臨時で対

応しておりますけれども、これらに要している人件費総額というのが約797万円となっており

ます。これをその業務の低下をしない中で委託をするという、そういう中でいけばここにご提

案申し上げておりますようにこの二つの事業合わせて588万4,000円、その差が208万6,000円と、

そういうような、いわゆる歳出の削減が図られたということをもって今回こういう手当てをし

たということでございますので、ご理解をいただきます。 

 それから、高齢者事業団の設立時の団体名、設立者ということでございますが、これは正確

な答弁必要かと思いますので、団体名は変わらないのかなというふうに思っていますけれども、

それを含めて設立者、当時の役員と申しましょうか、そういう方については調査してお知らせ

をしたいなというふうに思います。 

〇14番（清水孝司君） 今調査もできないのかい。そんな難しい問題でない。 

〇健康福祉課長（三戸功二君） すぐ調査します。 

 それから、いろいろ働いている人の話という中で出ている問題ありましたけれども、私の方

としては少なくてもある特定の政党の方にお世話になっているというような形はないだろうと

いうふうに思っておりますし、またその政党の新聞をとられているというのは、それはあくま

でもその個人の方の意思に基づいてとられていることだろうというふうに理解をいたします。 
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 それから、働きたいという意思を持って断られたというお話もありましたが、今私どもとし

てはこのような話は聞き及んでおりません。 

 以上でございます。 

〇委員長（大渕紀夫君） 三国谷総務課長。 

〇総務課長（三国谷公一君） 赤旗新聞を公費で購入しているかということにつきましては、

公費の部分では購入していないというふうに認識しておりますけれども、ただ全庁の話になり

ますので、ただいま早急に調査をしておりますので、しばらくお待ちをいただきたいと思いま

す。 

〇14番（清水孝司君） それは、直ちにやって。 

〇総務課長（三国谷公一君） 今やっています。 

〇14番（清水孝司君） これ終わらなかったら、質問終わらない。 

〇委員長（大渕紀夫君） 答弁調整のために暫時休憩をいたします。 

          休憩 午後 １時１０分 

                                           

          再開 午後 １時２５分 

〇委員長（大渕紀夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 三戸健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（三戸功二君） 先ほど答弁保留をさせていただきましたことについてご答弁

申し上げます。 

 高齢者事業団の昭和61年の設立時の団体名とその設立者ということでございます。高齢者事

業団につきましては、昭和61年の７月１日に設立されておりまして、その当時白老町高齢者事

業団として発足をいたしております。その当時の役員といたしましては、会長に野村義一氏、

そのほかに社台の永山さん、それから太田道博さん、それと大渕さん、それと竹浦の若月さん、

この５名が設立当時の役員ということでご報告申し上げます。 

〇委員長（大渕紀夫君） 煤孫企画課長。 

〇企画課長（煤孫正美君） 公費で赤旗新聞の購入ということでお答えしたいと思います。 

 以前より公費をもちまして道新、室民、苫民、日経、毎日、読売、朝日、赤旗ということで

とっておりました。ただ、経費の削減等も含めまして、平成15年度からについては予算を削除

して道新、室民、苫民、日経、毎日、読売、朝日と７社分です。これを購入するということで

考えております。 

          〔「考えか」と呼ぶ者あり〕 

〇企画課長（煤孫正美君） いいえ、そういう形で進めていくということで予算計上をさせて

いただいております。 

 以上でございます。 

          〔「日曜版じゃないの……」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） 煤孫課長。 
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〇企画課長（煤孫正美君） 補足いたします。赤旗日曜版ということでございます。 

          〔「何年何月」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） いつからとっているかということです。 

〇企画課長（煤孫正美君） 今ちょっと調査してきたのですけれども、平成元年から購読して

いるということでございます。 

〇委員長（大渕紀夫君） 14番、清水委員。 

〇14番（清水孝司君） 清水です。設立者等理解しました。その中で私先ほど言ったいろんな

会員だとか、また募集の人、どうしても働きたいという人、そういったさまざまな実態を示し

たのですけれども、町として調査する考えはないか。 

 それと、事業団の基本方針に、今言った沿わない面を町の事業の拡大にこれから必要とする

高齢者の就労の場拡大する意味から、こういった問題を解消しなければ、本当に働きたい人た

くさんおられると思うのです。そういう中において、これらの解決策を今後どのように考えて

おられるか。 

 新聞は、全道自治体で実際に町村でとっておられる町はあるのか、それについて質問したい

と思います。町村自体でとっている、これらについてお伺いします。 

〇委員長（大渕紀夫君） 三戸健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（三戸功二君） 最初の方の質問でございますけれども、町の調査というのは

先ほどもちょっとご質問ありました断られた経緯とか、そういうことについての調査という意

味ですね。先ほども答弁申し上げましたように、私は今現時点においてはそういう実態はある

ということについては掌握してはおりませんけれども、そういう実態が果たしてどうなのかと

いうことについては、これは調査することについてはやぶさかではございません。 

 それと、仕事の拡大の件ですけれども、確かに今高齢者事業団でお持ちになっている課題の

一つの中には、いろいろ会員の希望職種だとか、あるいは会員個人の資格、技能あるいは対応

時間などにより、必ずしも均等に仕事が行き渡っているという状況にはない面もあろうかなと

いうふうに思っております。そういう部分でいけば、いろいろと幅広い業種や、あるいはまた

研修等を含まれる中の会員の技術向上とか、そういうことも含めて進めていく課題があるだろ

うというふうに思っておりますから、そういう部分においてはよく高齢者事業団とも相談しな

がら、仕事の面なんかについては今回センターのこういうことで、一つは町の方の財源的な部

分ではありますけれども、結果としてそういうことによって高齢者事業団の会員の皆さんに仕

事の拡大が図れるというようなこともありますし、今後もそういう機会あるごとに考えていく

必要あるかなと、こんなふうに思っております。 

〇委員長（大渕紀夫君） 煤孫企画課長。 

〇企画課長（煤孫正美君） 全道の自治体の中でどれだけとっているかということについて、

ちょっと調査を…… 

〇委員長（大渕紀夫君） 三国谷総務課長。 

〇総務課長（三国谷公一君） ただいまの新聞購読の件ですけれども、現実的には私どもで押
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さえてございませんので、後ほど全道的な調査がよろしいのか、管内でよろしいのか、この辺

ちょっと清水委員の方と直接させていただきたいと思いますけれども、必要な調査はさせてい

ただくということで理解していただきたいと思います。 

          〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇総務課長（三国谷公一君） 現在ですか。現在ほかの町の状況、これについては承知してご

ざいません。調査をどこまでするかということについては、ということは先ほど企画課長申し

上げましたように14年度まではとっておりましたけれども、15年度から見直すということにし

てございましたので、現段階ではうちの方で公費による、赤旗新聞という限定ですね、それに

ついては調査してございませんので、後ほどもし調査をどの範囲ですればいいかということ、

それから調査の目的、こういうものをお聞かせしていただいた中で必要であれば調査をさせて

いただきます。こういうことにさせていただきたいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 11番、斎藤征信委員。 

〇11番（斎藤征信君） 斎藤です。ただいまの問題について一言述べさせていただきますが、

何を意図して特定団体名を公式の場へ持ち出したのかは知りませんけれども、名誉のために一

言だけ触れておきます。 

 どんな団体であれ、世にある公式の組織に対して共産党が介入して我がものにして振る舞う

ということは、党としても禁じておりますし、団体そのものがそんなことを許してはくれない

だろうというふうに思います。何か話を聞いていますと、共産党が就労の場を狭めているよう

な、そんなような感じに聞こえますけれども、一般的に就労の場を広げようということはいい

かと思いますが、断じて言われるようなことはないということをここに明確にしておきたいと

思います。また、機関紙につきましても、私たちに聞いていただければすぐに実情はわかるは

ずであります。わざわざ議会の場にこのように出されるということは遺憾に思います。聞くと

ころによりますと、全国あちこちでこのような組織介入の問題や機関紙問題など、さまざまな

形で出されているというふうに聞いています。そして、赤旗紙上でも明確にしております。何

を目的としたのかは知りませんが、種にする主張というのは私は抗議したいと思います。また、

どんな新聞を読もうとしようが、それは個人の自由であり、よその町が何を読んでいようと、

それは構わないことで、調査の必要は全くないだろうと私はそう思います。 

 以上です。 

〇委員長（大渕紀夫君） 斎藤委員、どなたかに答弁を求める方いらっしゃいますか。 

 斎藤委員。 

〇11番（斎藤征信君） 済みません。他の町村について調べてみると言われたのですが、調べ

る必要はないのではないかというふうに思いますが、総務課長、そうですよね。 

〇委員長（大渕紀夫君） 三国谷総務課長。 

〇総務課長（三国谷公一君） 新聞購読の件ですから、まちとしてどういう範囲の新聞を購読

されているかと、こういうことを調査せよということであれば、私らの方としては調査依頼が

あれば、それは必要があれば調査をしなければならないというふうに考えます。特定の新聞と
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いうことではなくて、今清水委員おっしゃっているのはまちとして公費でどの程度の、財政的

な面かもしれませんし、どの程度の新聞購読されているかということであれば調査をしなけれ

ばならないのでないかなと思います。ですから、例えば共産党さんの新聞のことであれば、今

斎藤委員おっしゃったように共産党さんに聞けば、わかればこれは調査をしないで済むかもし

れませんし、その辺はよく清水委員の方の意向を確認して、必要があれば調査をさせていただ

きたいと、こういうふうに私答弁したということでご理解をいただきたいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 16番、加藤委員。 

〇16番（加藤正恭君） 16番、加藤ですが、162ページ、８目の生活館・福祉館費について伺

いたいと思いますが、この中で財源として道の方から667万8,000円という財源が提示されてお

りますが、道費の内訳、それを伺いたいということ、それからもう一点は、生活館について白

老町の場合一応社台から虎杖浜まで一通り各地区に生活館が設置されておるということで、非

常に私ども町民の一人として感謝しているわけですけれども、この生活館というのは私は当初

からその地域にウタリの方々が何％住んでおられるとか、それから各地域に１個ですよという

ような、当初はそういう制約があったやに伺っておるのですけれども、そういう基準が現在も

あるのかどうか、その点伺いたいと思うのです。もし例えば現在が鉄北にあるとすれば、鉄南

に欲しいというような要望があった場合に、そういう場合でも建つのかどうか、建つ可能性が

あるのか、要望をすれば建つのかどうか、そのあたり伺いたいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 久慈生活環境課参事。 

〇生活環境課参事（久慈幸男君）  生活館に伴います道の補助金の絡みでございますが、これ

は生活員の指導員だとか、それから指導員の人件費、それとかあと生活館の運営費あります。

それから、生活館の生活管理委員の運営委員会とか、そういう経費もありますが、それの総体

の４分の３が道の補助の規定になっております。そういうことがまず１点でございます。 

 それから、お話ありましたように生活館今町内に８館ございますが、我々としてはもう既に

社台から虎杖浜まで全部行き渡っているなというような感じで持っております。それと、去年

まで約５万2,000人ぐらいの人が利用していたのですけれども、最近はその利用者がどんどん

減ってきている。その理由は、今まで葬儀で結構使われていたところがあるのですけれども、

葬儀で使われなくなってきたと、こういうようなことで生活館を使われる利用者が少なくなっ

てきているという状況なのです。そういうことからいって、我々としてはもう十分生活館は行

き渡っているなというような感じで考えております。 

 それとあと、生活館の設置基準でございますが、これについては当然やはりその地域にウタ

リの人たちが何人いるかというようなこと、生活館はウタリのそういう文化の伝承、そういう

ものを含めた形でそういう目的で建てるわけですから、ウタリの人たちが何人いるかというよ

うなことで、これは道の方できちっと判断した中で設立されることでございますので、そうい

う基準の中で道は必要かどうかということで決定をされるのかなと、こう思っております。そ

ういうことで、生活館については数については十分いいかなというふうに思っておりますし、

それから生活館の設置基準についてはそういうようなことで道の判断で決められると、こうい
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うことでございますので、基準の詳しい内容については今ちょっと持ち寄っておりませんので、

後できちっと調べてご報告したいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 16番、加藤委員。 

〇16番（加藤正恭君） 16番、加藤ですが、基準が変わっているかどうかが定かではないとお

っしゃるのだけれども、それがちょっと大事なことだと思うので、例えば竹浦は当初は生活館

は建つ場所でないと。私は、地元から出ている者としてはそういう認識を持っておったのです

けれども、あるとき突然竹浦に生活館が建ちますよということで私どもは大変大歓迎をしたの

です。それで、当時は基準が緩和されたのかなというふうに申し上げたら、別に緩和されたわ

けではないのだけれども、予算上の措置でこういうふうになったというふうに伺って、それで

あれば少し緩和されたのかなと思って私どもは喜んでおるのですけれども、ですから認可をす

るのが道だとすれば、要望すれば建つのかどうかということなのです。ですから、緩和されて

いないとしたら、そのままになるのでしょうけれども、そのあたりがちょっと定かでないもの

ですから、どうなっているのかなということを伺いたかったわけです。例えば例に出しますと、

穂別などは非常に生活館が多く建たさっていると。１地域に二つか三つくらい建っているとこ

ろもある。そのかわり規模はそんなに大きくなくて、葬式はちょっとできないのでしょうけれ

ども、会議場的なものが随分建っているふうに伺っておるのですけれども、そのあたりの認識

を伺いたいと思うのです。 

〇委員長（大渕紀夫君） 山本助役。 

〇助役（山本 薫君） 今参事の方から申し上げましたように、全町に今ほとんど生活館行き

渡っている状況の中で、竹浦地区に限って言えば浜竹浦に生活館、はまなす会館が相当老朽化

しているということを踏まえて生活館を欲しいなと。ところで、基準に該当するのかというこ

となのですけれども、ウタリ協会の白老支部、これ北海道ウタリ協会と道の生活福祉部とのや

りとりの中で枠が一応決まるという構図になっていますから、その辺の基準要件からいって合

うのかということの話の中で、今加藤委員おっしゃるように穂別では非常に数が多いよと。そ

の基準からいけば白老の浜竹浦にも該当するのではないですかというお話で実はとまっている

のです。ウタリ協会の役員の方々のお話聞いていますと、手を挙げればそういう方向になるの

ではないでしょうかというお話ですので、これからのいわゆる各地域の会館の見直しの中の一

つの枠組みとして、浜竹浦地区にはまなす会館にかえてそういうものが設置が必要な時期が恐

らく近い将来あるだろうということを踏まえて、協会の方とはその旨のお話をさせていただい

た経緯にあるということですから、正規に話を進めるとすれば、多分そのことが射程距離に入

ってくるのではないかなと、こんなふうに思っています。 

〇委員長（大渕紀夫君） ほか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） なければ、次に移ります。 

 166ページ、２項児童福祉館費、１目児童福祉総務費から178ページ、６目児童館費までを議

題に供します。ご質疑ございます方、どうぞ。 
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 16番、加藤委員。 

〇16番（加藤正恭君） 16番、加藤ですが、町立保育所の件で伺いたいと思いますが、小学校

の統廃合というものがちょっと今議論されております。保育園も定員割れというような状況が

続いたのですが、きのうの一般質問などをお聞きすると、今のところは定員に大体いっておる

と。これは、臨時的なものではないのかなというようなお話があって、早晩高齢少子化の時代

で保育所が定員割れというのが続いてくるのですけれども、将来的には保育所の統廃合という

ものも今後考えていかなければならないのではないのかなと思うのですけれども、そのあたり

はどのような見通しを立てておられるのか伺いたいと思うのですが。 

〇委員長（大渕紀夫君） 長野町民サービス課長。 

〇町民サービス課長（長野征幸君） 前段できのうの吉田委員からのお話の中でも定員割れし

ている保育園、あるいは定員オーバーしている保育園というお話ししましたが、社台あるいは

竹浦というように築後45年あるいは37年以上を経過している両保育園については定員割れとい

う状況が続いてございます。この保育園両園につきましては、昨年度編成いたしました白老町

保育計画というのの中で学校等の統廃合の歩調に合わせて、今の白老町の経済情勢からいくと

簡単に増改築ということにはならないだろうということの中で、学校の施設あるいは空き教室

等を利用させてもらって、その地域の中での存続を図るべきでないかというような考え方を保

育計画の中では記載してございます。したがいまして、その時点では当然のことながら、社台

及び竹浦の保育園にはその地域の実情に合った定数の見直しはする必要があるだろうと。つけ

加えますが、保育園の定数というのは国からの認可にあるわけですが、小さければ小さいほど

補助金単価が高くなります。大きくなればなるほど補助金単価が低くなるというような傾向ご

ざいますので、小さければ小さいなりの生き方といいましょうか、その地域への生かし方があ

るというふうに判断いたしてございますので、将来においてはそういう方向で考えていきたい

なということを考えております。 

〇委員長（大渕紀夫君） ほかございますか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） なければ、次に移ります。 

 ４款環境衛生費に入ります。180ページ、１項保健衛生費、１目地域保健費から192ページ、

２項環境衛生費、１目環境衛生諸費まで質疑を行います方はどうぞ。 

 16番、加藤委員。 

〇16番（加藤正恭君） 16番、加藤ですが、193ページはいいのですね。 

〇委員長（大渕紀夫君） 公害対策費の前までは結構です。 

〇16番（加藤正恭君） 193ページ、（８）の飛生地区飲料水対策経費に関連して、その後こ

こにも書いてありますが、水質検査等を実施して過去にもずっとしておるのですけれども、現

状はどのような状態か伺いたいと思うのです。それから、機器類なども設置して相当経過して

いると思うのですが、それらの更新も含めてどういう状況にあるのか、そのあたり伺いたいと

思うのですが。 
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〇委員長（大渕紀夫君） 二瓶生活環境課長。 

〇生活環境課長（二瓶 充君） お答えします。 

 飛生地区の飲料水の状況、平成８年度から浄水器設置しているという状況ですが、14年度ま

で継続して検査を実施していますけれども、原水としてはほとんど状況としては変わらないと

いう状況です。なお、硝酸性窒素なども出ている箇所もあるわけですけれども、浄水器設置後

については基準値下回っているという状況です。その中で実際に14年度の中では、４世帯浄水

器を使わなくてもいいよと、検査もしなくていいと。検査というのは、浄水器つけている世帯

については２カ月ごとに検査していきますけれども、それについてももういいですよと。変化

ないし、飲み水については飛生の水くみ場ですか、あそこの良質な地下水使うということの状

況も出ております。したがって、状況は変化ないということと、機械の部分についても基準値

なりなんなりは正常の形で出ておりますので、今緊急に15年度で更新するとか、そういう考え

は持っておりません。 

〇委員長（大渕紀夫君） 13番、吉田委員。 

〇13番（吉田和子君） 183ページの検診管理事務事業経費の中のがん検診について伺いたい

と思いますが、予算説明のどこだったかちょっと忘れたのですけれども、新聞等による広告は

今後やめていくという何か説明があったのですけれども、がん検診に関しては新聞に折り込み

として入っていたような気がするのですけれども、そういうことをやめるということでの検診

率の低下ということは考えられないかということと、それから胃がんとか検診の待ちがかなり

時間的にあるというお話がちょっとあったのですが、町立病院等も予約制みたいなのを取り入

れて時間をずらして待たなくてもいいような形にしているということで、がん検診もある程度

時間をずらしての検診時間にしてもらえないだろうかという話があるのですが、そういうこと

ができるのかどうなのか伺いたいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 三戸健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（三戸功二君） １点目のがん検診の周知の件でございますけれども、例えば

予算説明の段階では今までチラシという形をとってまいりました。もちろん広報でまず周知し

て、その後に実際の検診の間近にチラシという形をとってきたわけですけれども、検診業務に

かかわらず全般的に今回チラシの部分については削減しているという状況あります。そこで、

私どもの方としてはこれにかわると申しましょうか、いろんな方策を立てていかなければだめ

だろうなというふうに思っておりまして、先ほどの議論にもありましたけれども、広報の関係

や何かにおいても少しこの検診だとか健康づくりだとか、そういう部分の枠の拡大をしてもら

うことになっておりまして、そういうことの周知を図ったり、またいろいろ違う周知の方法を

検討をしながら、皆さんにそういう日程等のことが十分行き渡るようなことは考えていかなけ

ればだめだろうなと。今このチラシの問題についての町内でいろいろ検討した中で、それにか

わるいろんな方策というものも検討してございますので、それらに沿ってやっていきたいなと、

そんなふうに思っております。 

 それから、待ち時間の件ですが、委員ご承知のとおり今総合健診の中では生活習慣病と胃が
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ん、大腸がん検診、これ一度にやれるよと、そういう部分になっていますから、もしかしてそ

ういう総合健診の中では多少待ち時間の部分が出てくる可能性あるのかなという感じしますけ

れども、病院等でやられる部分なんかについて、病院というよりがん検診はほとんど対がん協

会でやっていますから、そういう部分で時間をずらしてという方策がとれるかどうかというの

は、どの程度のことになるのかちょっと研究させていただきたいとは思いますけれども、いず

れにしてもこういう検診にたくさん来ていただければ、当然待ち時間なんかも出てくる可能性

もありますし、待ち時間なくやろうということは逆に少なければすぐできるというようなこと

もあり、どちらがいいのかなという問題あるかもしれませんけれども、私はいずれにしても多

少時間をずらすといいますか、待ち時間なくするような方策がとれるとすれば、当然それを追

求していきたいと思いますし、一方では多少時間かかるようなことがあっても大勢の方に検診

をしていただきたいと、こんなふうに思っております。 

〇委員長（大渕紀夫君） ほか。ありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） それでは、192ページ、２目公害対策費から202ページ、５項上水道

費、１目上水道施設費までご質疑のございます方はどうぞ。 

 13番、吉田委員。 

〇13番（吉田和子君） 193ページの環境審議会運営経費ということで載っておりますが、こ

れは環境基本条例の制定に向けての審議会かなというふうに思うのですが、今後今の進捗状況

と今後の計画というのはどのようになって、いつごろこういうものが成立される予定なのか、

もしあれば伺いたいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 二瓶生活環境課長。 

〇生活環境課長（二瓶 充君） この環境審議会の部分ですが、運営経費ですけれども、まず

環境基本条例の関係につきましては、３月に議会終わってからあと２回ほど最終的な答申に向

けての作業をするということです。それで、今の予定でいきますと、順調に審議が進んでいる

ということと結構皆さん精力的に議論なさっているということで、年度明けとも思っています

が、状況によっては年度内に答申できるのではないのかなというふうに考えています。その後

事務方の方で条例のつくり込み作業という形に入ってきますが、条例制定の部分議会の方に提

案するまでの間に、当然これまでの状況を考えますと議会の方の皆さんにご説明する場とか、

なおかつ審議会では基本条例の骨子を答申していただくということで、中身についてはいろん

な委員さんの意見、要望ありますので、その部分についてはポイント、ポイントで報告してい

く形になると思います。そうすると、今回のここのところで運営審議会が６回分載せておりま

すが、実は環境基本計画が平成15年度で期限として終わるということです。したがいまして、

これについても今度具体的な作業を基本計画に載っているものの一つの検証作業といいますか、

そういうものをやった後基本計画の見直しが出てくるだろうと、そういう形の中で６回とって

いるということで、これについては計画の部分というふうな形で計上しております。 

 以上です。 
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〇委員長（大渕紀夫君） ほかございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） なければ、次にまいります。 

 ５款労働費及び６款農林水産業費に入ります。204ページから218ページまでの労働費及び農

林水産業費全般についてご質疑のございます方はどうぞ。 

 18番、佐藤委員。 

〇18番（佐藤悦夫君） 18番、佐藤です。213ページの優良和牛受精卵生産事業から白老牛改

良センター運営費助成費、畜産振興総合対策事業、これらの点につきまして何点かお尋ねをし

たいと思います。 

 第１点目は、新年度予算の中で、その前に町長の行政報告の中で白老牛改良センターの生産

牛49頭でしたか、東京の市場において格付をされて成果が上がったという報告がございました

し、またこのことにつきましても白老町の第１次産業の基幹産業である肉用牛の生産向上に大

きな役割を果たしてきたと、こういう行政報告もありましたし、またそれらのことにつきまし

てもこれからの将来性について非常に明るい展望が開ける、そんなお話をいただいております

が、お尋ねいたしたいまず第１点目は、白老牛改良センター運営費助成事業の件でございます

が、専門職の派遣をＪＡ白老支所とか、あるいは改良センターとか、あるいは生産者からの強

い要望でそういう専任職員を派遣すると、こういうふうに位置づけてのお話でございますが、

まずこの方の役割とこの方が将来に向かって改良センターにおいてどんな基本的な改良計画を

持って赴任するのか、これが１点目でございます。 

 それから、当然何百頭という畜舎の中でしょうから、そういう防疫的な考え方、伝染病とか、

あるいは牛にまつわるそういうようなことの予防対策というものを十分考えていく必要性があ

るのではないかと思いますけれども、それらの対策については具体的にどのような考え方でこ

の専門職員の位置づけをされているのか、まずこの３点についてお尋ねをいたしたいと思いま

す。 

〇委員長（大渕紀夫君） 和野産業経済課参事。 

〇産業経済課参事（和野敏夫君） ご質問の件なのですが、白老牛改良センターに専門職の配

置と。この方の役割という部分でいくと、今現在白老町の農業の課題という部分で畜産環境、

これは昨年から始めています堆肥舎の整備、それらの施設の有効活用を図るため、そういう施

設の有効利用を進めていくという部分、それと農家の高齢化に伴う担い手不足と、それから白

老牛のブランド化と。これは、ＢＳＥが発生してから今日まで消費者の方に安全、安心という

生産体制をきちっととっていかなければ白老牛が、これから白老町の農業が残っていかないの

ではないかという部分での、そういう産地間の差別化という部分の仕組みづくりと。それから、

経営コスト、生産コストの軽減と、そういう部分でこの方の役割があります。それから、将来

に向けてどのような改良センターの運営を図っていくのかという部分で申しますと、これら今

の課題の部分で改良センターが一つの肉牛振興の拠点として、そこの仕組みが各農家に享受し

ていくという形で進んでいければ、それが改良センターの運営の改良イコール農家経営の改良
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になっていくのかなと思います。 

 それから、伝染病などへの対応をどうしていくのかということなのですが、これらにつきま

しては今回改良センターの方へ専門で入られる方が酪農学園大学の酪農学科卒業です。それで、

えさ会社の勤務の経験もあります。そういう中で家畜の伝染病だとか、そういう疾病の対応、

これにつきましては獣医さんという専門職がありますので、胆振農業共済組合との連携を図り

ながら、また胆振家畜保健衛生所の指導を仰ぎながら、そういう伝染病が発生しても、発生す

るのではなくて防疫を進めていくという対応をとっていくことになると思います。 

 以上です。 

〇委員長（大渕紀夫君） 18番、佐藤委員。 

〇18番（佐藤悦夫君） 優等生のお答えをいただいたので、次にお尋ねすることがないのかな

と、こう思ったのですけれども、そこでこの改良センターが設立された当時は各農家からそれ

ぞれの人員が派遣されて運用しますよと、こういうスタートだったわけです。にもかかわらず、

この改良センターの牛がすばらしいできばえで高く評価されていると。これは、非常に私ども

喜ばしいことでありますし、将来にわたって白老の畜産業に対する明るい展望だなと、こう思

うのでございますけれども、そこで言いづらいことはお答えしなくてもいいのですけれども、

仄聞することによりますと、過去に改良センターにおいて何頭かのそういう牛が伝染病らしき

ものにかかって死んでいったというようなお話も聞くのですけれども、このことについての事

実はありますかどうか、この１点お尋ねします。 

〇委員長（大渕紀夫君） 和野産業経済課参事。 

〇産業経済課参事（和野敏夫君） そのようなことはありません。ただ、肥育の部分でいきま

すと、えさを与え過ぎたりして尿結石症という病気があります。これは、尿が出なくなって体

内にたまって、それが原因で亡くなる牛、それと肥育素牛、子牛の段階で16カ月ぐらいで強度

の下痢症にかかりまして、そういう形で亡くなった牛はおりますけれども、伝染病で亡くなっ

たという牛はおりません。 

 以上です。 

〇委員長（大渕紀夫君） 18番、佐藤委員。 

〇18番（佐藤悦夫君） よくわかりました。そういうお話を承ったこともありますので、そう

いうようなお話をする方には強くそういうことはないことを伝えていきたいと、こう思ってお

ります。 

 次に、優良和牛の受精卵の助成事業300万円計上されておりますが、このことについても私

は門外漢でございますが、非常に優良牛の種を外国から輸入をして、それで種つけをして優良

な牛を育てるというようなお話も聞いておりますけれども、この優良受精卵の輸入の方法、そ

れから人工授精の方法等については従来と変わりない方法で現在も行われているのか、将来的

にもそういう改良センターが中心になってそういうことを実施していくのか、この２点まずお

尋ねします。 

〇委員長（大渕紀夫君） 佐藤委員、これで３回目ですから、よろしいですか。 
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〇18番（佐藤悦夫君） ちょっと待ってください。まだあります。 

〇委員長（大渕紀夫君） ３回目ですから。 

〇18番（佐藤悦夫君） 今できますね。 

〇委員長（大渕紀夫君） やってください。 

〇18番（佐藤悦夫君） それで、これはつけ足しと言われては恐縮ですけれども、今白老町の

牛が5,000頭もいるという中で、国の法律の中で家畜ふん尿処理何とかという法律ができまし

たね。これは、何年かの猶予があると聞いておりますけれども、当然白老町においてもそうい

う頭数の多い家畜ふん尿の処理の事業展開をしていかなければならないと思いますが、その方

法と展開をする具体論というものが何年からどんな方法で行われるのかお尋ねをして、では３

回でございますので、終わりたいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 和野産業経済課参事。 

〇産業経済課参事（和野敏夫君） １点目の家畜受精卵移植事業ですけれども、これにつきま

しては町内で飼養されている血統のいいはだ牛、お母さん牛です。これをドナーという牛にし

まして、そこからその母牛が排卵する卵を摘出して、それで国内で飼われている種牛、それの

精液をその卵につけると。そして、その卵を今度違う発情しているお母さん牛に植えるという

形をとっています。それで、外国から輸入してという話にはならないかなと思います。それは、

外国から輸入というのは日本から外国へ行って、外国からまた日本へ来るというお話なのかな

と思うのですが、今の和牛登録協会の部分でいきますと、それについては白老牛のもとである

黒毛和種は認められていない部分になります。そういうことで、従来どおりの手法で優良和牛

生産受精卵移植ですか、この事業をやっていく形になっております。 

 それから、畜産環境の部分の家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律とい

うのが平成11年11月１日に制定になりまして、それでそれが施行されるのが16年の11月１日か

ら施行になります。それで、その間については猶予期間ということで、その間に堆肥舎、家畜

ふん尿の処理をする施設を整備しなさいということで、またそれに管理基準がございまして、

牛でいいますと10頭以上の飼養農家についてはそういうものをつくりなさいという法律になっ

ています。それで、現在町内では昨年14年から16年の10月末までに23戸の農家でそれらの施設

を整備すると。その施設の整備につきましては、どうも北海道のパワーアップ事業ということ

で農家負担が５％で済むようにという支援策を受けて、その期間内に対象になる農家の施設を

整備していきたいということで今現在事業を進めているところでございます。それから、問題

なのはその施設で、堆肥舎と呼ばれる施設なので、そこで家畜のふん尿を堆肥化しなければい

けないということで、これらの堆肥化については現在各農家で切り返しをしていただくと。要

するに６カ月分が施設の中に入る規模になっています。それで、６カ月ごとに草地へ堆肥をま

くというような作業体系でこの施設は運用されていく形になります。そういう形で安全、安心

というか、化学肥料の使われていない肥料ということで、肉牛の資質、牛肉ですとか、そうい

う部分の安全、安心体制、生産体制を構築していきたいと、そのように考えております。 

〇委員長（大渕紀夫君） ほか。ございませんか。 
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 11番、斎藤委員。 

〇11番（斎藤征信君） 205ページ、勤労者生活資金の貸付金の利用状況というのはどんなふ

うになっているのか聞かせてください。 

〇委員長（大渕紀夫君） 飴谷産業経済課長。 

〇産業経済課長（飴谷長蔵君） 勤労者生活資金貸付金の経過についてご説明いたします。 

 平成13年度は４件、平成14年度は１件という実績になっております。 

〇委員長（大渕紀夫君） 11番、斎藤委員。 

〇11番（斎藤征信君） 現在の勤労者の生活状況からいって随分少ない数だなというふうに見

るのですが、200万円の予算に対して条件というのはどういうことになっているのか。借り入

れのための条件というのがそれほど難しいのか、あるいは必要なくて借りていないのか。条件

が難し過ぎて借りられないのか、そのあたりはどんなふうにとらえていますか。 

〇委員長（大渕紀夫君） 飴谷産業経済課長。 

〇産業経済課長（飴谷長蔵君） 借りるための条件につきましては、さほどそんなに難しくな

いという考え方していますが、ただこれにつきましては教育と生活に実は分かれておりまして、

金利も違います。生活については2.92％、教育については2.48％ということで、限度額が60万

で貸し付けの期間が５年以内ということですが、ただこれにつきまして金融機関が窓口でやっ

ておりますので、保全の部分でかなり難しい方があれば借りれないことはあると思うのですが、

一般的には借りれるような状況になっているというお話でございます。 

〇委員長（大渕紀夫君） 11番、斎藤委員。 

〇11番（斎藤征信君） これ金融機関が貸し出しの窓口になっているということは、この200

万円を町が支出して、その枠を拡大して金融機関がさらに大きくして貸しているということに、

そういう制度であるのですね。ということで、60万円ぐらいを借りて、今教育、生活、そうい

うものに借りたい人というのまだまだいるような気がしているのです。そのために、これをサ

ラ金に手を出すとかやみ金融に手を出している実態というのがかなり見受けられますので、そ

んな中で苦しんでいる人たちがなぜこういう制度を使わないのかという、そのあたりちょっと

腑に落ちないのですが、そのあたりはどんなふうにとらえているのですか。 

〇委員長（大渕紀夫君） 飴谷産業経済課長。 

〇産業経済課長（飴谷長蔵君） 我々もその件については、ちょっと調査したのですが、実は

室信、苫信、それと労金、３行にお願いしているのですが、実態としては地元の信用金庫一件

もなしということで労金の方に行かれているという状況、実績はです。ですから、すぐ返済な

り緊急にお金が必要になったというようなときは、例えばプロパーでお借りするとか、そうい

うことでやっていると思いますが、ただ非常に厳しい家庭内でその辺のやりくりができないと

いう中で金融機関に行っている方もおられると思うのですが、その場合は限度額60万円のお話

ですので、もっと大きい金額のご相談になるのかなと。こういうことで、限度額からいくと緊

急に借りる必要ができて返済計画もある中で、すぐ借りてお返しできるような状況だというこ

とだと思うのです。今委員言われました大変な状況というのは、ちょっとけた違いの状況なの
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で、別な手当てを考えていると思います。それが我々は実態かなというとらえ方しています。 

〇委員長（大渕紀夫君） ほかございますか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） なければ、暫時休憩といたします。 

          休憩 午後 ２時１８分 

                                           

          再開 午後 ２時３１分 

〇委員長（大渕紀夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ７款商工費から入ります。220ページから228ページまでの商工費全般について質疑を行いた

いと思います。質疑のございます方、どうぞ。 

 18番、佐藤委員。 

〇18番（佐藤悦夫君） 佐藤です。商工費全般につきましてお尋ねをしたいと思います。 

 昨今の経済情勢が私が申し上げるまでもなく非常に厳しい経済情勢が続いておりまして、今

全道でも全国でも消費流通の部門については最悪の状況だなと、こう思っている一人でござい

ます。当然白老町の商工会にもまちの方から助成金が出ておりますが、私が申し上げると我田

引水かと言われますけれども、白老町大町商店街のあり方、そして商工会の指導のあり方、そ

ういう二つの面を中心にしてお尋ねをしたいと思います。 

 最初に、白老町商工会の役職を離れましてからもう20年になりますが、商工会の理事会とか、

そういう委員会等についてはとんと出る機会がございませんが、もっと商店経営につきまして

の指導力の発揮をしてほしい、経営指導員が２名おります中でぜひ個々の経営内容についての

指導をしていただきたいと思うことが一つでございます。そのことは、非常に経済が厳しいか

ら指導するのでなく、厳しい経済だからこそこういう指導によって、一つのアドバイスによっ

てその店の経営が商工業者が一つの活力を見出して、よし、やるというやる気を起こさせる、

そういう経営指導がまず欲しいということを考えております。その辺についても指導体制につ

いての行政側のお話はどのようなことをお考えになっておられるのか、これが第１点目です。 

 ２点目は、商店街のあり方、空き店舗もふえております。それから、個人的にも廃業してい

く方もおります。あるいは、そういう大型店への参入もしていく可能性もあります。しかしな

がら、私が今ずっと見ておりますと、どんな手法をとっても個々の路面店舗の経営というもの

はかなり厳しさが増している。それは、消費者から支持を受けていないということがまず第一

でございます。これは、商店経営者自身の問題もありますけれども、マクロ的に言えば商工業、

商工会の強力な指導体制がまず必要かと。それから、もちろん経営する本人自身の自覚の問題

もあります。経営に対する感覚の問題もありますが、極めてそういう指導体制というものが今

最も必要な時代でないかなと、こう思いまして、これらの２点について行政側の指導をどのよ

うにお考えになっているのか。 

 それから、３番目は金融の問題でございます。これは、中小企業振興条例によってまちが預

託をして、その４倍の基金的な２億円以上の資金がありますけれども、円滑に商業経営者、商
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工業者にその資金が回っているのかどうか。もちろんこれは、窓口は金融機関でございますか

ら、金融機関の考え方によって融資の道が開けるか、融資の道が閉ざされるかの選択肢がござ

いますが、極めてそういう中小企業振興条例に基づいたまちの融資が円滑にできるような、そ

んな指導を金融機関にぜひお話をしていただきたいと思います。これは、ひとり私個人経営者、

私もいつ店をやめるかわからない状況の中でのお話でございますが、みんな真に迫っている状

況なのです。そういうことを踏まえてぜひご指導していただきたいと思います。最近は、特に

また金融機関の貸しはがしや貸し渋りという言葉が出ておりますが、非常に貸しはがしもある

ようですし、貸し渋りもあるようだと。その辺の認識の度合いについて伺いたいと思います。 

 最初に、この３点についてどのようにお考えかお尋ねをしたいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 飴谷産業経済課長。 

〇産業経済課長（飴谷長蔵君） まず、１点目の商工会の経営指導といいますか、商店の経営

指導についてどういう状況なのかということについてお答えいたします。 

 私も月大体５日間ぐらいは、商工会、観光協会に足を運ぶわけでございますが、ただいま商

工会の方も町からの派遣職員もおりまして、その辺は以前よりもかなり精力的に経営指導の方

に当たっております。佐藤委員の言われるとおり、この経営指導、今厳しい経営状況の中です

が、言われたとおり情報の提供とか本当ちょっとしたアドバイスによってかなり経営状態が変

わると。例えば資金等の制度といろいろ融資制度もございますので、その辺について私の方か

ら商工会には今以上に回っていただきたいという要請をいたしまして、少なくとも昨年、一昨

年よりはかなり足を運ばせていただいていると、こういう状況でございます。 

 次に、空き店舗対策でございますが、これにつきましても町の方から例えば理事会の中でこ

の空き店舗対策についてぜひ検討していただきたいということで、商工会の中にこの空き店舗

に関して委員会等を設置したというお話を伺っております。それで、町の方も資料の提供は惜

しまなくしておりまして、ことしじゅうには空き店舗について何らかの結果が、方向性が出て

くるのかなと思っております。 

 次に、金融関係でございますが、この貸し渋り、貸しはがしにつきましては金融監督庁の方

からも実態調査ということで実は町の方にも来ております。そういう中で、では現状はどうな

のかといいますと、今日の経済状況の中で、そして消費者のマインドもございます。商店主は、

かなり厳しいのかなと思っている中で、例えば運転資金をご融資いただきたいといっても、で

は来年、再来年、この融資した金額を返済できる、例えば保全能力からいきますので、金融機

関とは何度もお話ししていますが、実は金融機関は金融機関独自の考え方もございますので、

その辺の保全をかなり重点的に置いた中での融資の議論になると思いますが、ただ白老の金融

機関についてはかなり積極的にやっていただいているのかなと思っています。と申しますのは、

先般町内の大きな企業さんが倒産、自己破産したときも金融機関が率先してセーフティーネッ

トの融資とか、あと保証協会にすぐ迅速な対応をしていただいたと、そういう経緯がございま

す。ですから、今のところ我々の耳に入る中では極端な貸し渋り、貸しはがしはないという認

識でございます。 
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 以上です。 

〇委員長（大渕紀夫君） 18番、佐藤委員。 

〇18番（佐藤悦夫君） 18番です。指導的なお話は、商工会の方に非常に強く求められている

ということも改めて認識をしたわけでございますが、ただこれは指導と、それから行政指導と

商工会の指導というよりも、受益者が考えている、経営者が考える姿勢が最も大事だと私もみ

ずからを反省しているところでございますが、ただみずからを反省して経営者が厳しいという

ことだけでなく、そこに一つの行政指導なり、あるいは商工会指導というものが適切にアドバ

イスを受けるということになれば、経営者もそういうこともあり得るなということのやっぱり

気持ちの入れかえというものを今の時代は必要なのかなと。ただ、今の時代の気持ちの入れか

えだけでは経営は成り立つのかということになりますと、そうでは決してありません。本当に

大型店舗があり、そしてまたそういうインショップに参入しなければ経営なんかやっていけな

い時代かなという声もあります。しかしながら、大町商店街は白老町の顔であったと言われた

時代があったのです。これは、今から20年か25年前でしょうか。その当時は、非常に消費者の

皆さんにも多く支持されまして商店街が潤いましたが、その後幾多の大きな変遷や変革があっ

て今の状況になった。それを、では商店街の活性化を図る決め手となるものはないのかなとい

うふうに思いますけれども、私自身も経営の小さな零細企業の一員ですが、本当にないという

現実は身にしみて感じております。しかし、お客様に訴える消費者の機能をこの商店街で発揮

すれば、あるいはお客様は戻ってくるのかなと、こういう感じすら持っているのですけれども、

その辺をもう一度改めて行政的から見た商工会の経営指導に対する認識の度合いを一段と強め

て指導していただければ幸いだと、こう思っております。お考えは、最初のお答えで聞きまし

たけれども、改めて再度の強い認識があればお答えをいただきたいと、このように思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 飴谷産業経済課長。 

〇産業経済課長（飴谷長蔵君） まちの活性化とか商店街の振興というのは、行政の施策もも

ちろんでございますが、そこで商売、商いをしておられる方のその意識的な問題も実はござい

ます。そういう中で、例えば先ほど佐藤委員言いました空き店舗を活用することによって、空

き店舗の活用というのも国の補助事業で活用はできるのですが、そこにないものを売るとか、

白老の、例えば大町の商店街にない店舗をつくるだとか、それによって集客を図ることもでき

ます。ただ、それが抜本的な対策になるかということになりますと、なかなか難しいのかなと

は思いますが、ただ過去に町においてもシンボルロードの整備なり、商店街の皆さんにはかな

り支援をしております。そういう中で、若手の後継者なり皆さんがお集まりしていただいて、

商店街の活性化についてもう一度商工会を中心にその空き店舗を一つのきっかけとして大いに

議論をして、ぜひ実効性のあるものにしていただきたいという期待感は持っております。 

 答弁なるかどうかわかりませんが、以上でございます。 

〇委員長（大渕紀夫君） ５番、宗像委員。 

〇５番（宗像 脩君） ５番、宗像です。日本航空学園の誘致事業、225ページのことについ

てお伺いしますが、つい先日竣工式がありました。その中でのごあいさつの中にもあったので
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すけれども、学生の数が三十何名とかと言っていましたけれども、その辺の今現在実態はどう

なっているか。学校に入る学生あるいは寮生活をする学生、そういった数がわかればお知らせ

いただきたいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 飴谷産業経済課長。 

〇産業経済課長（飴谷長蔵君） 現在の入学者でございますが、33名と。竣工式当日は30名だ

ったのですが、その後３名ふえまして33名でございます。 

          〔「寮は」と呼ぶ者あり〕 

〇産業経済課長（飴谷長蔵君） 寮に入るか通学するかは、まだはっきりした数字が出ていな

いのですが、後ほどちょっとご説明したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〇委員長（大渕紀夫君） ５番、宗像委員。 

〇５番（宗像 脩君） 昨年この誘致事業が決まってすぐ募集したと思うのですが、新聞報道

にもありましたけれども、一部といいますか、日本航空学園の方の学園として生徒募集はした

というふうに想像できますし、それともう一つは、この白老町の役場職員がそれぞれ各地へ出

かけていって募集をしてきたと。宣伝をしてきたという話も出ていました。町民の間には、こ

の学園はいつから白老町立の航空学園になったのだという声があるのは事実です。もう一つは、

やっぱり学園が中心になってやらなければだめだろうと。視野を狭くすると、小さい目で見て

みるとやっぱり日本航空学園ですから、航空学園が主体となってやるべきだと。視野を広めて

いきますと、白老全体の経済の活性化あるいは効率を考えていくと白老町も大いにやるべきだ

という、こういう意見がある。私も両方持っているわけですけれども、現実に町としてどうい

う募集状況であったか。具体的に言いますと、職員が延べ何名、何校くらいそういったことで

行ってきたのかということをちょっとお伺いしたいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 飴谷産業経済課長。 

〇産業経済課長（飴谷長蔵君） 数字的なことは、また後でご説明いたしますが、私の基本的

な考え方でございます。 

 私は、今回の学園誘致に関しましては、例えば学校に行きますと学校から学校で、これは企

業誘致も同じでございますが、役場、役所が行くことによって案外簡単に会っていただけると

いうケースが多々ございます。それは、学校の先生の基本的な考え方かどうか、その辺わから

ないのですが、そういう中で私は今でも大いにやるべきだったと思っていますし、やったこと

に関しては一切反省するものでもないなと胸を張っております。ただ、成果として33名しか集

まらなかったわけでございますが、では学校側は全然動いていなかったのかといいますと、

我々の何倍も動いて、我々もお手伝いできる範囲で回ったというのが実態でございます。それ

によって33名でございましたが、学校側はいろいろ募集等もおくれた経緯がございますので、

うちの学校としては、竣工式でも委員おられたと思うのですが、就職は100％ですと。それと、

２年、３年たつと間違いなく定員にいくでしょうという話でございますので、定員までいけば

我々もお手伝いする必要はないのですが、これは企業に誘致も商店街も農業も漁業も同じ考え

方でございます。行政の枠で許される範囲であれば今以上にどんどん協力、支援していきたい
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というのが基本でございます。 

 数字については、また後で説明いたします。済みません。 

〇委員長（大渕紀夫君） ５番、宗像委員。 

〇５番（宗像 脩君） 町が全力を挙げて誘致するということについては、私は別に反対意見

持っているわけではありません。やはりこれだけのものができたわけですから、ますます一生

懸命頑張って定員になるように今後もしてもらいたいというふうに思っているわけです。昨年

この話が出たときに、私も個人的に担当課の方からも話聞きましたけれども、この学園ができ

ることによって白老町に及ぼす経済効果は莫大なものがあるのだと。１年目は建設のときでし

て、これだけは何億、何千もあると。２年目からは、これだけ学生が来ることによって、地域

に及ぼす効果というものはあるのだという話がありました。そのときに私も言ったのですけれ

ども、確かに１年目は校舎建築等にかかわってお金が動くということは、これは私もわかりま

す。ところが、２年目からは果たして学生が、今のところ予定は80名募集しているけれども、

何名来るかは、これは私の言い分だったのですけれども、まだわからないと。まだ、こういう

33名になるか、それももちろん未知数でしたけれども、とらぬタヌキの皮算用で経済効果とい

うのは今から言えないように言っていたことがあったので、今回今もう33名と聞きましたけれ

ども、これことしはきょうは３月の14ですから、４月まで若干あるわけですけれども、まだこ

としにふえる可能性といいますか、そういうものがあるのかどうかということと、それから来

年度に向けてどういうふうに、募集の作戦と言ったらなんですけれども、方法を変えて再度や

ろうとしているのか、その辺についてお伺いしたいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 飴谷産業経済課長。 

〇産業経済課長（飴谷長蔵君） ことしは、募集がおくれた関係で３月の末まで受け入れ態勢

をいたしたいということでございまして、竣工式から３名ふえたというのもそういうことでご

ざいます。例えば国立大学を受験したが、失敗したとか、そういう中で就職がないのでという

ことで、中には大学卒業してからの問い合わせもあるそうでございます。 

 それと、来年からはということでございますが、来年につきましてはもう既に来年も含めて

学校紹介を初めております。ですから、来年には１学科は間違いなく定員にはなるだろうと。

と申しますのは、既に来年に向けて約150名から資料の問い合わせがあるそうでございます。 

 以上です。 

〇委員長（大渕紀夫君） ほかございませんか。 

 16番、加藤委員。 

〇16番（加藤正恭君） 16番、加藤ですが、229ページ、19節補助金、観光客誘客推進事業、

金額は一応200万円になっておりますが、昨年は三百十何万円、320万円近くだったと思うので

すけれども、費用対効果というものが非常に今論じられております。これは、費用が何ぼかか

ったから、効果が何ぼになったという、簡単に数字に出ないことは十分承知して質問するので

すが、去年の300万円をかけた結果がどのようなものであったのかというふうに認識しておら

れるか。それから、ことしは200万円に下げていますが、これはどのような効果があるために
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そうしたのか、そのあたりの説明をもう少しお願いしたいと思うことと、もう一つは、ここに

は記載されておりませんが、道の駅の問題なのです。この道の駅というのは、今ポロトでもい

いのでしょうけれども、ネックなのは駐車場の無料化というのがネックになっているやに聞い

ております。しかし、道の駅というのはスタンプラリーというのを全道的に展開しておりまし

て、私も実は孫に頼まれて壮瞥まで足延ばして物は一つも買いませんでしたけれども、スタン

プだけ押してきたということも実際のところはあるのです。ですから、このラリーにつられて

観光地を訪れるというお客さんもあるとすれば、道の駅の指定というのはばかにならないなと

いうふうな気がする。今やじが入ったですけれども、買わないのでは何のために行ったのだと

言われるのだけれども、数の中には、もちろん壮瞥まで行って買うようなものなかったのです

けれども、ああいうところにでもあるのです。ましてや国道36号線ですし、通り道でもあるの

で、スタンプラリーが欲しいためにちょっと寄ると。それなら、細かい話ですけれども、たば

こや缶ジュースの一つも売れるのではないのかと。こういうようなことを考えれば、道の駅も

検討をする材料ではないかと私は思うのですけれども、そのあたりどのように考えておられる

か伺いたいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 飴谷産業経済課長。 

〇産業経済課長（飴谷長蔵君） 昨年と比較しましてこの観光協会特別事業補助金減っている

わけでございますが、まず基本的な観光振興策を実は見直しております。と申しますのは、皆

さんご承知だと思うのですが、白老町と登別のまずは連携を組みましょうということで連絡協

議会をつくりました。それはなぜかといいますと、要するに財団を基準でいいますと26万人で

すよと。そういう中で、では登別は157万人ぐらいが宿泊されているわけです。それと、洞爺

を加味しますと300万人以上ですから、そういう中で宿泊もありますが、白老の、では目玉は

何かということでございます。目玉はあくまでも、宿泊はありますけれども、大規模な宿泊は

対応できる施設はございません。それで、そういう中で体験とか、そういう文化をもっと振興

というか、ＰＲしましょうと。それによって、逆に宿泊にもいい意味での影響が出てくるでし

ょうと。そういう実は戦略的なものをやっています。そのほか基本的にエージェントとその辺

の連携をまた組みたいということで、決してこれは難しいことではないなと実は思っています。

なぜかといいますと、だれもいないところに観光客５万人連れてくるわけでない。目の前通っ

ていっているわけですから、これ５万、10万というのは私は難しい数字ではないという考え方

実はしています。ただ、その中で先日もお話ししましたが、中身はきちっと充実していても、

連れてくるまではやっぱりプロがそこにいるわけです。エージェントというプロが何千万人を

動かして、やはりそういうところの知恵もしっかりおかりしないと、白老幾らいいものつくっ

てもなかなかお客さんは来ないと。あと、もう一つ考えなければならないのは、白老に確実来

らした後に登別、洞爺湖に泊まるまでの３時間、４時間を確実に満足、感動させるということ

なのです。その繰り返しをすることによって、白老の入り込みはふえるでしょうという考え方

しています。それと、さっき修学旅行の話が出ましたが、修学旅行につきましては３年間同じ

場所に行くわけです。それで、大体３年切りかえで行くらしいのですが、そのためにはエージ
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ェントとともに学校の方にも歩かないと、両方が納得して初めて契約ということになるもので

すから、その辺の今言った学校、例えば50校回ってきましたと。50校来てこの学校はなぜ来な

かったのだと言っても、その３年サイクルでやっているところはなかなか切りかえまでは来な

いということでございます。それで、教育委員会、そして財団初め学校にかなり精力的に回っ

ていただいていますので、これはすぐではないのですが、２年、３年には必ず効果が出てくる

と私はそういう確信はしております。 

 それと、先ほどの道の駅でございますが、ポロトを指しての道の駅と。実は、道の駅には一

つの決定といいますか、指定するまでの要件がございます。国道直結と、それから駐車場の無

料、それが大きなあれになっています。ただ、そういう中で今ポロト地区も無料化について一

部議論はされていますが、今のところまだやはり収入という部分で支出を大きく超えています

ので、すぐには無料化ということは難しいのかなと。それと、我々はまだお客が入り込みをふ

やすという考え方でおりますので、26万が十五、六万になると、これは無料化ということにも

なるのでしょうが、我々は今入っている何万のオーバーを考えていますので、無料化について

は非常に厳しいものがあるのかなと、不可能に近いのかなという考え方をしています。 

 以上です。 

          〔「スタンプラリーは」と呼ぶ者あり〕 

〇産業経済課長（飴谷長蔵君） 失礼いたしました。スタンプラリーでございますが、スタン

プラリーは西胆振の広域の観光でことしの３月31日まで実施しておったわけなのですが、経費

に、投資効果ですか、費用対効果が若干疑問があるということで、実は平成15年度からは廃止

ということになりました。 

 以上です。 

〇委員長（大渕紀夫君） 16番、加藤委員。 

〇16番（加藤正恭君） 16番、加藤ですが、非常に観光客が減少しているということ、ポロト

ばかりではなくて臨海、虎杖浜温泉あたりもそうなのですが、どうしたらいいかということで

我々いろいろ聞かれるのですけれども、いいアイデアはないと。先ほど課長がおっしゃられた

ようにエージェントというのが非常に北海道旅行にとっては大きなウエートを占めている。特

に修学旅行生に関してはエージェント100％でしょう。そういうことで、エージェントに対し

ての何がしの対応をしなければならないということで、これは白老だけで考える性質のもので

はなくして登別、洞爺を含めた広域的な考え方でエージェントを考えると。その登別、洞爺湖

温泉へ行くコースの中に、白老町もしゃにむに入れてもらうというような発想です。そういう

ことも、それには応分の負担も考えなければならないでしょう。町がすべてということを言っ

ているのではなくて、そういう事業者も応分の負担もしてもらわなければならないのでしょう

けれども、単独で出すということになると非常に大きな金額になろうかと思うので、そのあた

り広域的に考えて、先ほど言ったようにコースの中に入れてもらうというようなことも考えて

みてはどうかと思うのですけれども、そのようなことを検討されておられるかどうか、そのあ

たりについて伺いたいと思います。 
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〇委員長（大渕紀夫君） 飴谷産業経済課長。 

〇産業経済課長（飴谷長蔵君） このエージェント対策につきましては、昨年からかなり進め

ております。それで、実は白老の資源を全部見ていただきまして、この資源としてあと例えば

５万なり、すぐ来年という話ではないのですが、可能かどうかというのは十分いけると。ただ、

それまでのいろんな仕掛けがございますので、その辺をきちっとやれば十分いけるでしょうと

いうお話でございます。それで、今後なお一層詰めていくような考え方でございますので、エ

ージェントもぜひ白老をそういう取り組んでみたいというお話ですので、白老もそれにのって

エージェントともども入り込みのために取り組んでいきたいというように考えてございます。 

 以上です。 

〇委員長（大渕紀夫君） ほかございますか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） では、なければ次に移ります。 

 ８款土木費に入ります。230ページ、１項土木管理費、１目土木総務費から242ページ、３項

河川費、３目排水対策費までご質疑のございます方、どうぞ。 

 １番、塚見委員。 

〇１番（塚見紀雄君） １番、塚見です。235ページ、これの15節の工事請負費、これ石山大

通改良舗装工事の件ですけれども、私平成11年の12月の一般会計補正予算の段階でも質疑した

のですけれども、当時の北吉原北１番地と言っていましたですか、あの時点で当時の課長さん

は平成18年の段階でなかったら、完全舗装というか、開通という見込みだということですけれ

ども、聞くところによりますと、これだけの１億5,600万円相当の予算のついた中で、大体見

込みとしては平成18年までかからないで来年平成16年の段階で終われるのかどうか、そこあた

り。 

〇委員長（大渕紀夫君） 山本土木課長。 

〇土木課長（山本憲次君） 石山大通の整備計画でございましたが、当初やはり11年度から18

年度ということで計画を進めておりました。８カ年計画です。ところが、順調な事業費の伸び

ということで、16年度以降なのですが、あと１億程度の予算で完了できるのでないかなという

状況でございます。その段階で道との協議の中で、これだけの事業費がつけば16年度完成する

のかなという状況でございます。 

〇委員長（大渕紀夫君） １番、塚見委員。 

〇１番（塚見紀雄君） １番、塚見です。それと、あと残されている段階ではちょうど大昭和

の裏の土管入っている橋ありますね。あれの規模は、どの程度に今後改良されていくのか。あ

れはあれで一つの川として生かすのかどうか。 

〇委員長（大渕紀夫君） 山本土木課長。 

〇土木課長（山本憲次君） 横断管につきましては、以前もご質問あってとりあえず危険防止

のために拡幅させていただきまして、コルゲートパイプが入っております、今。それをボック

スカルバートに直る予定になっております。 
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〇委員長（大渕紀夫君） 11番、斎藤委員。 

〇11番（斎藤征信君） 233ページ、除雪の問題なのですけれども、ことしの除雪業者がかわ

って台数が減ってという何か案内各家庭に入っていたような気がするのですけれども、その後

何だか除雪が下手だなとかなんとかという声がかなり聞こえたのです。そういうことが何で業

者がそんなふうになったのか、車の台数が減ったのか、そのあたりの事情をもう少し詳しく教

えてほしいし、町の金が絡んでいるのかどうなのか、そのあたりのことを教えてください。 

〇委員長（大渕紀夫君） 山本土木課長。 

〇土木課長（山本憲次君） 除雪重機が変わったという理由は、以前まで委託しておりました

業者の倒産だとか、あと砂利業者さんなのですが、ことしはいろんな事情あってできないだと

か、そういうふうな形の中で減ったような状況です。台数にして大体４台ぐらい減りまして、

要するに４台減ったことによりまして区域の再編を図る、最短の時間でやらなければならぬと

いうことです。区域の変更を図ったということもございます。それとあと、後から２台ぐらい

ふえたのですが、そういうふうな新しい業者も入ってきておりますし、またオペレーターがか

わったという会社の事情もございます。そして、特に１月は一番除雪状況が悪かったのが１月

の４日なのですが、そのときがもう雨まじり、雪降った後には雨もついてきたというような状

況で、雪自体がシャーベット状態という形になりました。そういうふうな中で、除雪車がやっ

ぱり20メートル押しても押し切れないというような状況で、みんな玉になっていくのです。そ

れとあと、余りシャーベット状で解け過ぎたところにつきましては、押していってもまた後ろ

から戻ってくるというような状態で非常にしづらいというような、状況が悪かったというのは

事実でございます。その後につきましては、やっぱり雪質によってはきれいにできるときもご

ざいます。除雪というのは、そのときの、オペレーターの腕にもよりますけれども、本当に雪

質によって相当変わってくるということが現実でございます。 

〇委員長（大渕紀夫君） 11番、斎藤委員。 

〇11番（斎藤征信君） 斎藤です。わかりました。予算上は、町が金をけちったために会社が

かわったとか、そうではなかったなんて、そういう話も出たり、それからあれで予算は十分間

に合っているのだろうかとかと、何かそういうような話も出たのだけれども、そういう予算と

の関係でいうと、ここで組んでいる400万円ですか、そんな程度で十分間に合っているのかど

うなのか、そのあたり。 

〇委員長（大渕紀夫君） 山本土木課長。 

〇土木課長（山本憲次君） 当然そういう予算については、ご承知のとおり当初400万円で組

んで、本当に１回も満たないぐらいの予算でございます。そういった出ることに補正をさせて

いただいて、それで対応させていただいているというような状況でございます。それで、今ま

での除雪費なのですが、12月の16日、今回早かったのですが、12月の中から降って３月の９日

までで７回出ています。そういうような中で、費用が3,057万6,000円という費用になっており

ます。それについては、全部補正対応で今していただいておりますので、予算が少ないとか足

りないから下手でないかとか、そういうふうな状況ではございませんので、ご理解いただきた
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いと思います 

〇委員長（大渕紀夫君） 11番、斎藤委員。 

〇11番（斎藤征信君） あと一つ、去年もそうだったのですけれども、除雪したりなんかした

後雪解けが始まる。始まったときに家の前に水がだっとたまっていくというか、そういう歩い

ていてうちの前が水浸しでひどいのだと。これは、原因は排水溝のあれがみんな凍ってしまっ

て流れる場所がないことはよくわかるのだけれども、そういう場所というのはこの町内の中で

まだまだかなりの数であるのか、あれは排水をきちっとすればそういうものがなくなるのか、

そのあたりどう対応されているのかお聞かせください。 

〇委員長（大渕紀夫君） 山本土木課長。 

〇土木課長（山本憲次君） 町内にそのようなところは、まだまだあろうかと思います。現に

私ども何件も受けて現地見たりしているのですが、そういうふうな状況が起きるというのは今

いっとき、要するに雪解け、そういった土が凍っているというような状況で浸透もしないとい

うことでございます。これは、夏になりますと全くなくなるわけでございまして、今のその水

を要するに排除するということになると、抜本的なやっぱり排水工事などを施さなければなり

ませんけれども、ただ未改良道路ということになると流末の問題もございますし、なかなか難

しいのかなというふうに思っております。 

〇11番（斎藤征信君） それは、課長、たくさんあるということですね、町内に。 

〇土木課長（山本憲次君） 私方受けているのは、五、六カ所ですか、今のところでそうなの

ですけれども、見た中ではやはりたくさんあるのでないかなと思います。これも本当にいっと

きのことで、今雪も周りにありますし、そういうふうな中でたまっているというような状況も

ございますので、一概にたくさんあるのかと言われても、ちょっと返答のしようがございませ

んので、ご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） ほか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） なければ、242ページ、４項港湾費から256ページ、６項住宅費、２

目住宅管理費まで質疑のございます方、どうぞ。 

 16番、加藤委員。 

〇16番（加藤正恭君） 16番、加藤ですが、242ページ、４項の港湾費についてです。 

 私も港湾の方の議会に設けられている特別委員会のメンバーでございますので、こういう質

問はいかがかと思うのですが、実はその中で課長に答弁を求めたのですが、答弁十分できなか

ったことがあるわけです。それは、昨日の一般質問で現在港湾費が一般会計で処理されている

と。それで、私は特別委員会の中でも特別会計か企業会計には当たらないと思うのですが、特

別会計で独立して１項目を設けたら、１項目というか、そういう会計の処置をする時期ではな

いのかということを言ったのですが、課長の段階ではご返事できなかった。たまたまきのうの

一般質問で同僚議員が質問されたのですが、いろいろ説明の中でルール的には一般会計で処理

できるという答弁で、余り深く突っ込んだ質問はされていなかったようですけれども、今回の
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第３商港区の問題については第９次で一応終わったわけです。10次計画については、今後は公

共事業関係の長期計画に関しては一本化して、社会資本の整備重点計画法というものを今国会

で審議されているようですけれども、その中で単年度といいますか、費用対効果を見て、そし

てこの投資が果たして効果があるものかどうかということを見ながら進めていくという方に変

わっていきつつあるわけです。一方、港湾の地方債が現在73億円余りあるわけです。普通債の、

一般会計ですから、142億円のうち土木債が112億円、そのうちの港湾が73億円あるわけです。

普通債の半分近くが地方債というものが占めておると。今度第３商港区に例えば着工したとし

ても、一時的には５年、10年のスパンの中でも100億円を一時的には地方債超えるときもある

かもしれないのです。そういう大きな会計になりつつあることを予想すれば、特別会計なりに

会計を分離して、費用対効果という観点からいけば、そういう考え方でいけばどうしても、慎

重という言葉は変ですが、そういうお金の面から費用対効果というものを見ていくならば、別

会計であっていい時期ではないのかなという気がするのですけれども、担当助役さんのお考え

方を、きのうそういう考えはないということは聞いておりますけれども、もうそろそろ考えて

もいい時期ではないかと私は現在思うのですけれども、しつこいようですけれども、もう一度

ご回答いただければありがたいと思うのですけれども、どうでしょうか。 

〇委員長（大渕紀夫君） 今野助役。 

〇助役（今野邦紀君） 基本的には、きのう町長からお答えしたとおりでございまして、ある

程度大規模な港湾については全国的にもそういう例がございます。企業会計でやっているとこ

ろがあるというふうに私も聞いておりますので、そういう一つの手法としては考えられます。

ただ、建設費については、設備投資の部分については仮に特別会計なり企業会計になったにし

ても、これは別、それを含めた会計ということには、そういう取り扱いにはならないようでし

て、あくまでも港湾の運営管理というか、維持管理というか、その部分についてのそういう会

計方式で別建てでやるという手法は認められておりますし、何か最近の文献見ますと国土交通

省では、むしろそういう方向でもって奨励まではいかないのでしょうが、そういうことも手法

として考えておるようでございます。きのうも町長の答弁にありますように、使用料収入が大

体1,700万円程度と。人件費除けば900万円程度ですか、そういうことで額的にはまだ規模が小

さいということで、一般会計の中で処理してもちょっと見ていただければ、その辺の収支バラ

ンスというか、そういったものは十分把握できると、こういうような状況の中ではまだ時期尚

早ではないかと、こういう趣旨の答弁をさせてもらったということでございますので、いずれ

第３商港区もできて、商船がどんどん入ってくるような、使用料収入もそれなりの金額になる

とかいう話になれば、今委員のおっしゃったようなことも当然視野に入れていかなければなら

ぬだろうと、こういうふうには思っております。 

 以上です。 

〇委員長（大渕紀夫君） 16番、加藤委員。 

〇16番（加藤正恭君） 16番、加藤ですが、確かに表面的に出る金は1,000万円、2,000万円と

かという会計ですから、大したことないにしても、しかも現在でも73億円の地方債を発行して
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いると。そのうちの60％は交付税で処置されるのですよと言いながらも、これからもまだふえ

る可能性があるのです。私どもは、その費用対効果というものを今後考えていく上で、地方債

の発行がどうかというような問題も恐らく議論の俎上に上がるのではないのかなと。ですから、

表面的に出ないと言ったら語弊ありますが、建設のために使われる経過です。できてしまって

からは、企業会計でやるのは当然でしょうけれども、それまでの間にいろんな議論をしていか

なければならないとすれば、わかりやすい説明が私どもばかりではなくて町民にも必要ではな

いのかなという気がするものですから、そういうふうな措置を早くとるべきではないかという

ふうに思うのですけれども、再度伺いたいと思います。そういう考え方にならないのかどうか

です。 

〇委員長（大渕紀夫君） 今野助役。 

〇助役（今野邦紀君） 私の認識間違っていないと思うのですが、言ってみれば今借金、建設

費です。これは、国の金がかなり入っておりますし、当然地元港湾管理者としてそれなりの負

担を負担金という形で納めています。したがって、基盤整備の部分については、これは国費を

投じて、もちろん地元負担もありますけれども、基本的には公共のために国が整備をしていく

と、こういうような図式、構図になっているのです。したがって、それを含めて特別会計にし

てしまうという話になりますと、全然もう数字が、資本投下したそれが固定資産ということに

なるのかどうか、ちょっと会計方式としてどういうことになるかわかりませんが、要するにそ

の部分については基本的にその会計独自で運営していくという考え方に立っていないのです。

私の言っている企業会計なり特別会計、国土交通省で言っているのは、運営管理という意味の、

そういう意味で収支バランスに配慮をした会計方式で運用していくべきだと、こういう話の趣

旨でございますので、その辺ちょっと承知していただきたいなと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 松井港湾課長。 

〇港湾課長（松井俊明君） 今野助役の答弁に対して補足説明をさせていただきます。 

 まず、港湾外郭施設だとか係留施設、港湾で建設していますけれども、これはあくまでも白

老町の財産でなくて国有財産です。町の負担金は払いますけれども、町の財産にはならないと。

あとまた、港湾法でもって外郭施設、それから水域施設です。外郭施設といったら、島防波堤

だとか普通の防波堤なのです。それから、水域施設といったら、航路、泊地等なのですけれど

も、水域施設のうち泊地を除きまして外郭施設、水域施設については港湾の利用者に対しては

負担をさせてはならないということで港湾法で決められていまして、その部分は利用料は取れ

ません。それとまた、そういうことになっていますので、建設費については交付税で措置をし

ていますと。一部不足分については、管理者が負担するということになっていますので、資産

的には町は負担金を出していくけれども、資産はないと。それから、港湾法ではそういうもの

について港湾利用者には負担させてはならないということになりますので、特別会計には若干

建設部分についてはなじまないのかなという思いはしております。 

 以上でございます。 

〇委員長（大渕紀夫君） ５番、宗像委員。 
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〇５番（宗像 脩君） ５番、宗像です。255ページの公園施設里親事業について伺いたいと

思いますが、説明書には公園施設を地域との共同管理をしていくのだというふうに書かれてい

るわけですけれども、もう少し中身を、なお図面は控室にありますから、どこでやるというこ

とは私知っているのですけれども、中身です。どういうふうにやろうとしているのかというこ

とについて伺いたいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 山本土木課長。 

〇土木課長（山本憲次君） 公園施設の里親事業ということでございます。里親事業につきま

しては、町民みずからの快適環境づくりに対する意識の高揚と協働のまちづくりの一層の推進

を目的といたしまして、道路や公園、河川などの公共施設の区域が対象となりますが、今回は

公園を里親として引き受けていただくという事業でございます。そういうふうな中で、その内

容といたしましては公園の清掃、植栽、遊具の管理などの主に環境美化活動を担っていただく

という制度でございます。この予算の中の内訳といたしましては、里親となっていただきまし

た個人、企業または町内会などですが、そういう団体名を記した証明板、アダプトサインとい

いますが、その設置費用を一部見ております。それと、草刈りであれば係る損耗費だとか、遊

具の塗装であればペンキだとかはけだとか、そういうふうな原材料です。それを一応今回計上

させていただきました。 

〇委員長（大渕紀夫君） ５番、宗像委員。 

〇５番（宗像 脩君） ５番、宗像です。そうしますと、控室に図面あって３カ所か、公園里

親制度と書いてあるのです。あそこの例えば今言われた、名前は言いませんけれども、町内会

だとか個人だとか企業だとかというのは、もう既にことしの場合はその３カ所についてはすべ

て話がついているということと思っていいですか。 

〇委員長（大渕紀夫君） 山本土木課長。 

〇土木課長（山本憲次君） 大変申しわけないのですが、図面は私確認しておりませんけれど

も、３カ所につきましてはもう既にある町内会だとか、そういうお話しした中で確約ができて

いるというか、そういうふうな状況でございます。 

〇委員長（大渕紀夫君） ５番、宗像委員。 

〇５番（宗像 脩君） わかりました。それで、たまたま予算書に括弧書きに臨時とあるもの

ですから、そこのところちょっと確認したかったのですけれども、もしそれをことしやってみ

て、公園というのは社台から虎杖浜にたくさんあるわけですけれども、それらにずっと来年も

再来年もそういうのの輪を広げていこうとしているのかどうか、来年の話ですけれども。 

〇委員長（大渕紀夫君） 山本土木課長。 

〇土木課長（山本憲次君） このアダプト制度というのは、強要するものでなく、あくまでも

ボランティアという形になるものですから、私どもとしては啓蒙活動は一生懸命します。また、

ふやしていくという努力もしていきますけれども、先ほど言いましたように全公園につきまし

て、ある関係町内会といろいろその点について協議というか、お話をさせていただきたいなと

思っております。 
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〇委員長（大渕紀夫君） ２番、熊谷委員。 

〇２番（熊谷雅史君） 熊谷です。町営住宅の件について何点かお伺いしたいのですけれども、

日の出団地、ホワイトピアについてなのですが、コンセプトも持っている住宅だとは思っては

いるのですが、大変新しくて部屋に入る通路なり、それからドアなり、いろいろバリアフリー

で考えていらっしゃるというのは重々わかるのですが、その後の使い方について、都市計画の

住宅係の方から使用されている方に何らかの指導、それから管理です。変な話なのですけれど

も、ステンレス製の材を使っているとは思うのですが、立地的にあそこは浜辺に近いわけです

から、相当さびが目立つと。それは、入られている方の善意にしか依存していないのかどうか。

これは、需用費だとか、いろいろ計上ありますから、この中で対応できるのかどうか、それを

まずお示しをいただきたいと。 

〇委員長（大渕紀夫君） 目時都市整備課長。 

〇都市整備課長（目時廣行君） 日の出団地の維持管理について外回りについては、草刈りと

か、そういったものについては団地の自治会の方でお願いをしております。さびだとか、そう

いった面につきましては、当然町の方で負担をして修繕をするという形になっています。現状

について平成９年から今現在４棟建ってございます。平成14年、去年の９月ぐらいに４棟目が

完成して現在48戸が入居しております。その間ちょっと維持管理はどうなのかということで、

中の方については修繕若干あります。外回りの修繕については、今のところ余りかけていない

という状態です。先ほどステンレスの関係がさびている状況ということで、これについてはも

うちょっと調査をかけて修繕が必要かどうか判断をしたいというふうに考えております。 

〇委員長（大渕紀夫君） ２番、熊谷委員。 

〇２番（熊谷雅史君） わかりました。その修繕のことを考えられると。一つそれで、もう一

つ、それに附帯するとは思うのですが、非常に引き戸が重いです。一番外のドアの引き戸が重

いのです。これも油を差していいものかどうかというのは、非常に疑問なわけです、ボランテ

ィアでやってやりたいなと思うのですけれども。 

 それから、もう一点なのですが、今言ったように周りの花壇とか草地があることは潤いでい

いとは思うのですが、身障者車両、それからヘルパーさんもよく言っているみたいなのですけ

れども、車をとめる位置が非常にいびつということ、それから駐車場のロケーションというの

ですか、考えられたとは思うのですけれども、ポーチの中の通路はいいのですけれども、イン

ターロッキングで。ところが、車いすに非常に優しくはないのです。この辺も十分考えられた

かどうか、それも手だてをこれから考えられるかどうか、それを教えてもらいたいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 目時都市整備課長。 

〇都市整備課長（目時廣行君） 引き戸につきましては、重いということで、これはちょっと

調査して改良できるものであれば改良したいというふうに考えております。 

 それから、雁木というのですか、そこの通路を若干、全部ではないのですが、インターロッ

キング使っていて、これが車いすに支障が出ると。これについては、既存のものはやむを得な

いと思うのですが、５号、６号棟につきましてはこれはまたインターロッキングを使わない方
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向で検討したいというふうに考えております。 

〇委員長（大渕紀夫君） ２番、熊谷委員。 

〇２番（熊谷雅史君） これは、住宅全般になるのかどうかわからないですけれども、今５、

６の話が出ましたので、36号線のバイパスの方に出る縦の道ですよね。わかりますか、言って

いる意味。あの道はいつできるのですか。 

〇委員長（大渕紀夫君） 目時都市整備課長。 

〇都市整備課長（目時廣行君） あれは、たしか街路で計画決定されておりまして、線路を越

えてポロト公園通りとちょうど結ぶ形になると思うのです。国道から…… 

          〔「違う。もっと苫小牧寄りだから……」と呼ぶ者あり〕 

〇都市整備課長（目時廣行君） 違いますね。「いきいき４・６」の縦通り…… 

          〔「じゃなくて、もうちょっと向こう」と呼ぶ者あり〕 

〇都市整備課長（目時廣行君） 済みません、勘違いです。 

〇委員長（大渕紀夫君） 山本土木課長。 

〇土木課長（山本憲次君） 病院の横通って真っすぐ抜けていくとおりだと思いますが、あれ

も私どもは一時計画は持ったところでございます。今要するに公営住宅の前の断念でいろいろ

持ったわけなのですが、その後逆陳情みたいのが何十年、私が係長やっているときだから、そ

ういうふうなものがあるところから出まして、あそこは幼稚園だとか病院だとかございまして、

騒音だとか、そういうふうな道路を拡幅されますと、国道から真っすぐ出入りされると大型バ

スだとかポロトに行く出入りが多くなるだろうということで、それで非常に危険だし、騒音が

大変だということで、そういうふうなお話がありまして、中断した経緯がございます。 

〇委員長（大渕紀夫君） ほか。ございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） それでは、先ほど答弁漏れについて飴谷産業経済課長から答弁がご

ざいます。 

 どうぞ。 

〇産業経済課長（飴谷長蔵君） 先ほどの答弁漏れございました日本航空学園の入学者等々の

ご説明でございます。 

 まず、先ほど申し上げましたとおりパッセンジャーコースの入学者については、定員40名に

対して19名です。航空産業科、定員40名に対して14名、33名でございます。それと、入学者の

地域別の状況でございますが、道内21名、道外12名でございます。道内につきましては、白老

２名、苫小牧５名、登別２名、室蘭１名、残りの11名は道内各地ということになっています。

それと、入寮者でございますが、現在23名ということになっています。 

 それと、町職員の支援体制についてということで中身をお聞かせいただきたいということだ

ったのですが、学校関係者、そして職員だけで行ったケースもございます。職員が延べで訪問

した校数でございますが、107校を訪問しております。それで、それにでは職員が何日という

ことでございますが、約21日学校の方には訪問しておりますが、この約半分以上は例えば道庁
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出張の帰り、胆振支庁の帰りに各学校に立ち寄ってその状況をお聞きしたということでござい

ます。 

 以上でございます。 

〇委員長（大渕紀夫君） それでは、９款消防費に入ります。 

 260ページから270ページまでの消防費全般について質疑のございます方はどうぞ。ございま

せんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                           

    ◎延会の宣告 

〇委員長（大渕紀夫君） それでは、お諮りをいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ延会したいと思います。これにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれをもって延会することに決定いたしました。 

                                （午後 ３時３７分） 

 


