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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２号）  

 

平成１５年３月１７日（月曜日） 

   開  議  午前１０時００分 

   閉  会  午後 ２時４１分 
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    ◎開議の宣告 

〇委員長（大渕紀夫君） 休会前に引き続き予算等審査特別委員会を開催いたします。 

 これから本日の会議を開きます。 

                                （午前１０時００分） 

                                           

    ◎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） 引き続き議案第10号 平成15年度白老町一般会計予算、予算書272

ページをお開きください。 

 質疑に入ります。 

 第10款教育費に入ります。272ページから280ページまでの１項教育総務費全般について質疑

を行います。ご質疑のございます方はどうぞ。 

 16番、加藤委員。 

〇16番（加藤正恭君） 16番、加藤ですが、三つのことについて伺います。 

 277ページ、（３）、学校評議員制度推進事業、これについてその内容と成果といいますか、

直接の成果というのはまだ出ていないのでしょうけれども、どのようなことで行われているか、

その内容的なことを伺いたいと思います。 

 それから、その次の３目の財産管理費、（１）、教職員住宅管理経費に関連して先生方の住

宅の需要状況がどのような状態にあるのか、それから現在の教職員で町外からの通勤者の状況

と、それから町外からの通勤のために地域住民との濃度といいますか、希薄性があるのではな

いのかなということが心配なのですが、そのあたりはどのように認識しておられるか伺いたい

と思います。 

 それから、もう一つは、279ページ、４目指導厚生費のうち（４）、白老町特別支援教育振

興協議会事業という項目が、10万円ですけれども、載っておりますが、これは臨時で載ってい

るのですけれども、この協議会の計上した内容について、その３点について伺いたいと思いま

す。 

〇委員長（大渕紀夫君） 前田学校教育課長。 

〇学校教育課長（前田博之君） まず、学校評議員の制度の内容ですけれども、これについて

は保護者や地域の方々の意見を広く校長が聞かれるということです。そして、これによって地

域社会に開かれた学校づくりを一層推進し、学校が家庭や地域と連携しながら特色ある教育活

動を展開するということが大きな目的でございます。 

 それと、成果でございますけれども、14年度でモデル的に３校評議員制度を導入いたしまし

た。その中で、今３校から成果あるいは課題をいただいておりますので、それらについてちょ

っと報告申し上げます。それで、今年度は白老中学校、萩野小学校、虎杖小の３校をモデル校

にして１年間評議員を推進しました。その結果、まず成果については多々ありますけれども、

二、三点申し上げます。まず、経営方針や学校課題について理解してもらう機会として有効で
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あったということです。それと、現在の学校の教育活動について理解を得て協力を得たという

ことと、評議員の話し合った内容についてはできるだけ教職員にも知らせ、地域の考えている

ことを学校の中で理解しているというようなこともございました。それで、課題については毎

年継続していくのですけれども、若干評議員の運営自体が形骸化していかないかなと、そうい

う部分がちょっと課題として残っていますので、今後創意工夫が必要かなと、こう思います。 

 次に、教員住宅でございますけれども、教員住宅の利用状況については３月現在で住宅戸数

が69戸あります。そのうち入居中が59戸で、入居率が85.5％になっております。 

 次に、町外からの通勤者の状況でございますけれども、これについては14年度の４月に異動

後にいる部分で整理していますけれども、14年度で通勤の比率が42.2％になっております。主

なところは、苫小牧、登別からの通勤が多いということでございます。地域の方については、

今総合的な学習もありますし、そのほか各学校がみずから運動会等いろんな行事の中で地域で

かかわっていくということで、その通勤されている方についても学校の方で極力地域との行事

等にかかわっていくようにということで指導しております。それで、通勤していますので、仮

に町内会の行事初めから最後までとはいきませんけれども、それにかかわる分については顔を

出すとか、その先生によって公務事務の中でかかわるものについては協力していくというよう

なことで学校長の方から指導しております。 

 次に、これにつきましては白老町特別支援教育振興協議会といって、13年度から白老町で各

地区の学校に特別障害を持っている子供たちの支援ということで特殊学級を開設することにな

りました。それで、それらの部分の先生方の資質向上、子供たちの交流、保護者に対するいろ

いろな相談、支援とかということを全町的に協議会をつくって、それらの特別支援事業に対す

る内容、資質的な向上を図るために学校の先生方が一堂に会して研修するという形で、そうい

うものに助成するものです。 

 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、最後の方からお聞きしたいのだけれども、支援教

育振興協議会、この件については臨時というのはちょっと解せない。というのは、常時特殊学

級に対する対応というのはこれから考えていかなければならないとすれば、臨時ではなくて経

常として計上するのが普通ではないのかなと思うのですけれども、それが１点です。 

 それから、もう一つ、教員住宅の問題ですが、42.2％が町外からの通勤者だということにな

ると、半分近くがよそから来られる。その年、その年の先生方の異動によって多少は違うので

しょうけれども、教員住宅の絶対数というのはどのあたりに押さえておられるのか、空き部屋

が今入れるのかどうかは別にして10戸ぐらいあいているようですけれども、今の数字から聞き

ますと。そのあたりお聞きしたいと思うのですけれども。 

〇委員長（大渕紀夫君） 前田学校教育課長。 

〇学校教育課長（前田博之君） なぜ臨時事業かということです。15年度からの事業として経

常ではなくて、新たに事業始まるよと、金額小さくてもです。そういうことで臨時事業という
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ことで、事業の方に組みかえていただいています。次年度からは、予算つけば経常費に切りか

わるのかなと、こう思っております。 

 それと、絶対数の関係ですけれども、今先ほど69戸で59戸ということで差し引くと今７戸実

際あいています。しかし、絶対数の部分というのではなくて、今教員住宅の質の方が問われて

いる状況にあります。これが一つの課題かなと思います。それで、結構今の先生方若い先生方

ですけれども、持ち家が非常に多くなっていますので、異動のする範囲もだんだん狭くなって、

室蘭、登別、苫小牧という部分でありますので、今後もそういう部分でいけば絶対数をふやす

部分ではなくて、質をどう確保するかという方がこの一、二年先生方のお話を聞いていくと、

その方の話が多いということです。 

〇委員長（大渕紀夫君） 11番、斎藤委員。 

〇11番（斎藤征信君） ただいまのところでもう少しお聞きしたいのですけれども、評議員制

度の中で社台を除いていますよね。社台がこれ地域の事情でできなかったのか、それとも学校

が全く必要としていないのか、それから形骸化の心配が既にされるという話でしたけれども、

何かそれらに対してこれからどうしていかなければならないか、そのあたり考えておられるの

かお聞きしたいということが一つ、それから住宅の問題で、何か以前は学校ごとに教員住宅と

いうのが固まっていたようなのですが、今はもうばらばら、白老から萩野に通っているだとか

教員住宅から通っているだとかと、そういうような形態になっている。それは、学校ごとにま

とまって入るということができない状況にあるのかどうなのか、そのあたりちょっとお聞かせ

ください。 

〇委員長（大渕紀夫君） 前田学校教育課長。 

〇学校教育課長（前田博之君） それらについては、学校長の考え方で、今のＰＴＡの活動で

十分に学校評議員制度の趣旨、目的を達せられるということで、今年度は様子を見たいという

ことでございます。それと、形骸化の部分については、これは３校だけの話ですので、それら

を踏まえてこれから９校全部入りますけれども、それについては十分に年３回から４回開催し

ますので、その部分について有効的な運用を図れるような形で常日ごろ校長会の中も通してよ

りよい方向性でいくように努めていきたいなと思います。これは、実際にことし15年度から全

部入りますので、それぞれの地域性もありますし、それに評議員の人方がやっぱり地域から選

ぶとなると、どうしても小学校、中学校でふくそうする可能性もあるのです。そういう部分も

避けるような形で、より以上な意見が出るような組織にしたいなと、こう思います。 

 それと、教員住宅については、過去においては確かに白老は白老、社台は社台というような

形でできるだけ地域で入居してもらうということになっていたのですけれども、今は人事の関

係でなかなかそうできなくなったのです。ということは、異動する年数が各学校によって先生

方が５年か６年の周期で行きますので、かわってきたときに全部が先生がその地域に入れない

という全体的なものあるのです。それと、家族を持っている方と独身の方の部分の部屋の大き

さなんかありますので、そういう状況に合わせてよりよい環境の中に入ってもらうということ

で、今はある程度その地域に固定しないで、全体の中で教員住宅活用するというような状況に
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しています。 

〇委員長（大渕紀夫君） 11番、斎藤委員。 

〇11番（斎藤征信君） 評議員制度については、これからのことですから、これから地域の声

がうんと反映されるように期待をして見ていますということで、ここはいいです。 

 住宅の件で、教員住宅いつも環境整備が悪いとどこでも怒られることなのです。確かに教員

住宅の周り見ていますと、花は一本も植えていない、ただ野原になっているというか、そして

あれは役場の方から行って整備しているのでしょうか、時々すぱっときれいになってしまうと

いうような、そういうような状況で、何か一人一人が入居者としての自覚がないような感じで

見ているのですけれども、そのあたりの指導というのはどういうふうになっているのか、下手

すると先生方だらしないと言われるような感じもあるかと思いますので、そのあたりどうなっ

ているのかちょっとお聞かせください。 

〇委員長（大渕紀夫君） 前田学校教育課長。 

〇学校教育課長（前田博之君） 状況については、ただいま斎藤委員がおっしゃったとおりで

す。やっぱり地域からも苦情来ています。それで、今白老町も花いっぱい運動とか、いろいろ

環境やっていますけれども、正直な話教員住宅が若干おくれているのです。それで、去年14年

度も地域の方々から非常に苦情入りまして、そういう部分については先生方も含めて草刈った

り、木を伐採したりと、そういうことは町費も持ち出して若干やりましたけれども、指導につ

いては校長を通して常に言っているのです。そして、その地域からの話あったときにはすぐ注

意をするようにすることと、私たちも春、夏、秋、月に１回程度見回って指導しております。

本来は、学校で子供たちに教えているのですから、やっぱりみずから実践すべきだと思うので

すけれども、自分のことであると非常に難しいかなと思うのですけれども、我々も地域からも

話ありますし、当然しなければいけないと思いますので、その辺については強く指導していき

たいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） ほかの方。 

          〔「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、次に移りたいと思います。 

 280ページから288ページまでの２項小学校費全般について質疑のございます方はどうぞ。 

 11番、斎藤委員。 

〇11番（斎藤征信君） 287ページ、総合学習の経費についてなのですが、これ小学校も中学

校も両方それなりの予算がついているわけですけれども、前に何か十分に使い切れないで残し

てしまっているような状況であるということを伺っていたような気がするのですけれども、今

の教育的な課題からいうと、ここが一番充実させなければならない部分ではないのかなという

ふうに思っていたのですが、実際に内容はどんなように使われているのか、問題点何なのか、

そのあたり聞かせてください。 

〇委員長（大渕紀夫君） 前田学校教育課長。 

〇学校教育課長（前田博之君） 予算上の計上は記載のとおりで、総合学習を行うために地域
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の人材、あるいはいろんな知識等々について学ぶための人材活用の部分が報償費、あと需用費、

役務費、そしてバスを借り上げるということは学校から外に出て課外授業をするためのバス借

上料ということで、需用費についてはそれにかかわる消耗品関係、今特にパソコンの消耗品が

非常に多くなっています、調べ学習したりしていますので。それで、今総合学習のあり方につ

いてですけれども、先生方も実際に今非常に成果は出ていますけれども、模索されている部分

も私から見ればあるのかなと思いますけれども、予算については今年度その中で予算の使い方

ということで節の中で余る部分については流用して、より効果上がる消耗品でも同じものでも

内容を変えて使うというふうな形で、若干の予算については十分に使いこなせるような形でや

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） 大体わかりましたけれども、使い切れないということは今模索中であ

るということで、計画がまだしっかりしていないから、先生方からの要求が出てこないのか、

それともこの教科について使いづらいという、何かそういうものがあるのかどうなのか。本当

は、こんなに必要がなくてもできるものなのか、あるいは全く先が見えなくて先生方からの要

求が出てこないというような、そういう状況があるのかどうなのか、そのあたりはどうなので

すか。 

〇委員長（大渕紀夫君） 前田学校教育課長。 

〇学校教育課長（前田博之君） 予算が使えないのかというのではなくて、逆に言えば先生方

がどう自分たちの総合学習を組み立てた中で、それらにある予算の中で教材か、あるいは消耗

品でもいいのですけれども、どう組み合わせていった中で効果を生むかということは、正直な

話出てこないのです。これは、私たちも指導していますけれども、当初予算でやるときはまだ

学校運営全部決まっていませんから、ある程度も出てくるのですけれども、授業始まったら、

やっぱり私はこういうような総合学習をやりたいよということの組み立ての中で、ではこの部

分については予算が使えますよと、この分については予算使えないよとはっきり言われますか

ら、そういう中で組み立ててどうかということをもっと同じ予算でも効果的に使う形あるので

はないかという、そういうお話は言っているのです。だけれども、それがすべてではないです

けれども、結構まだ理解されていないところがあります。そして、終わってみて、私たち予算

を消化できなくて校長に聞いてみると、実はこういう予算の使い方が理解されなかったとか、

そういう部分ありますので、どう予算を使ってよりよい効果を生み出すかということをやっぱ

り逆に考えていただくし、私たちも今指導しているところです。 

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。これ小学校も中学校も全部かかわってくるのですけ

れども、図書館の担当の、いわゆる司書教諭、そのことについて今質問したいわけですけれど

も、先日文部科学省の方から新年度からですが、12学級以上の学校には司書教諭を配置するよ

うな、そういう記事が出ておりましたけれども、現在のところ白老町内における各学校の司書

教諭についてはどのようになっているのですか。 
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〇委員長（大渕紀夫君） 前田学校教育課長。 

〇学校教育課長（前田博之君） 司書教諭、これ14年度の今の現在いる先生方でさせてもらい

ますけれども、白老小学校が２名、緑小学校が２名、竹浦、萩野が各１名です。それで、中学

校につきましては、白老中学校が３名、虎杖中が１名ということで、宗像委員もご存じだと思

いますけれども、15年の４月からは12学校以上の学校にはつけるということで、今のところ特

殊学級も学級数の中に入りますので、緑小と白老小が該当するのかなと。 

 以上です。 

〇委員長（大渕紀夫君） ５番、宗像委員。 

〇５番（宗像 脩君） これ学校だけでなくて町もそうですけれども、やっぱり図書館をどう

いうふうに利用させるかということでは大変重要なところだと思うのですけれども、今回文部

科学省が発表した12学級以上の学校に司書教諭をということで、よくよく聞いてみると、それ

はふやすのでなくて今いる先生方の中で、いわゆる公務分掌として、あなたは例えば何年何組

の担任なのだけれども、図書館の仕事もしてくださいという、そんな形の司書教諭だという話

もちょっと小耳に挟んだものですから、その辺の確認をしたいのですけれども、どうでしょう

か。 

〇委員長（大渕紀夫君） 前田学校教育課長。 

〇学校教育課長（前田博之君） 15年４月１日から張りつけになりますけれども、現実として

はそのようにして司書教諭はまだ専任というような形にはなっておりません。 

〇委員長（大渕紀夫君） ５番、宗像委員。 

〇５番（宗像 脩君） 文部科学省では12学級以上ということで、あちこちの町村調べてみま

したら、例えば室蘭なのですけれども、とてもとても今少子化で学級数も減ってくると。だけ

れども、司書教諭はどうしても必要なのだということで、10学級以上にこれは配置できないの

かと。それから、もちろん経費は道や国で持つというのがこれ原則なのだけれども、それもそ

れを待っていたのではなかなか実現が難しいというのであれば、室蘭の場合は市から出してや

ったらどうか、まだ決定はしていませんけれども、そういう声があるのだということを聞いた

ものですから、もしそうだとすれば今配置されているところはまだいいとしても、そうでない

ところは町費で、例えば１週間５日間学校へ行く中、１週間のうち２日でも３日でもいいから、

時間勤務といいますか、そんな形で町賄いの司書教諭の配置ということは考えられないのかと。

その辺を検討してほしいなという希望持っているわけですが、それらについてはどうですか。 

〇委員長（大渕紀夫君） 前田学校教育課長。 

〇学校教育課長（前田博之君） 司書教諭の、今お話ありましたように役割分担が今のところ

非常にはっきりしていないのです。これ多分学校の中でもこれからいろいろと課題が出てくる

と思いますので、司書を教諭ということで公務分掌で位置づけして、これ管理規則改正なので、

任命しなければいけませんので、ただそういう部分も含めて今実際に司書教諭を持っている先

生言いましたけれども、これに位置づけられて、これがどう機能していくかという問題が出て

くると思いますので、そういう部分も十分に踏まえた中で今後検討と言っていいか、学校図書
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館のよりよい運営のために考えていく一つの課題かなと、こう思っております。 

〇委員長（大渕紀夫君） 13番、吉田委員。 

〇13番（吉田和子君） 287ページの（３）の就学援助、特殊教育就学奨励事務経費のところ

で伺いたいと思います。 

 扶助費が996万6,000円なのですけれども、予算として。これは、年々今の状況を踏まえてふ

えているのかなと。去年のと比較していませんので、わからないのですが、どのような現状に

なっているのかちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 前田学校教育課長。 

〇学校教育課長（前田博之君） 年々というか、私がかかわっている年数で見ていくと、年々

上がっています。これは、やっぱり一つの社会的な背景があるのかなと思います。数字で若干

言わせていただきますと、ことしの12月末の現在の認定が申請件数で120件ありますけれども、

前年度対比でいくと11件ふえています。それと、申請件数120のうち、認めたというやつです、

認定件数でいくと108件で７件ぐらいふえていますし、児童生徒の子供数でいくと26名ほどふ

えています。現実に母子家庭が非常にふえていることと、この二、三カ月の申請を見ますとリ

ストラによって無職になったという方の申請、それと非常に収入が落ちて準要保護を受けたい

ということが出てきています。 

 以上です。 

〇委員長（大渕紀夫君） 13番、吉田委員。 

〇13番（吉田和子君） この支給方法について伺いたいと思うのですが、給食費とか、そうい

うのはわかるのですけれども、いろんな学用品だとか通学用品等は現物支給なのか、それとも

自分で必要なものを買ったものを領収書で支払いするのか、それとちょっと一つ伺いたいのは

修学旅行費がありますよね。これは、先に自分が払って、行ってきたという事実があってから

初めて支給されるというふうに伺ったのですが、この辺ちょっと生活が大変で申請して、認定

されていただいているというものだと思うのですが、修学旅行、中学校あたりになると７万円

か８万円か、結構大きいのです。そういう金額を一たん自分で払って、行った事実がなければ

支給されないというふうに伺ったのですが、その点問題ありませんか。ちょっと伺いたいと思

うのですが。 

〇委員長（大渕紀夫君） 前田学校教育課長。 

〇学校教育課長（前田博之君） 支給方法は、今のところ私たちの事務の流れでいくと、申請

があって３カ月か何カ月に１回ずつ各該当する子供たちの学校長の方に現金で振り込んで、そ

して今言ったようにいろいろな学用品とか項目がたくさんありますから、そのケースによって

学校の方で教材なんか買うとか、あるいは物によっては現金で直接渡して領収書もらうとか、

そういう形でやっていると思います。 

 それで、今言った修学旅行の関係、ほかの方のもすべて入りますけれども、これはやっぱり

申請行為で、白老町の場合は本人から学校を通して申請が上がってきて、これ全部内容を精査

をして、そして教育委員会にかけて一定の基準以下であれば認定ということで学校の方に通知
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出して、いつから支給になりますよということになっていますので、申請というのの中で押さ

えていますので、今吉田委員がおっしゃったようにさかのぼって云々というようにはならない

と思います。 

          〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） 前田学校教育課長。 

〇学校教育課長（前田博之君） 申請行為ですので、さかのぼって支給するというわけにはい

かないということです。申請した時点で許可なりますから、その以後であればいいですけれど

も。 

〇委員長（大渕紀夫君） 修学旅行費でいうと、具体的にちょっと言ってあげた方がいいので

はないですか。それがわからないのだと……。 

 前田学校教育課長。 

〇学校教育課長（前田博之君） 修学旅行も準要保護の項目の中に入っているのです。ですか

ら、準要保護の認定を受けなければ、修学旅行の分だけでの認定というのはないのです。 

〇委員長（大渕紀夫君） 13番、吉田委員。 

〇13番（吉田和子君） ちょっと行き違いなのか、私が勘違いしているのかもしれませんけれ

ども、これに認定されている方で、申請したときにたしかお金を先に立てかえるというふうに

伺っていたのですが、そういうことがあるのであれば、大変で申請しているのにもかかわらず、

修学旅行費に対しては先に払って行った事実がなければ支払いされないというふうに伺ったの

ですが、生活が大変で一たん一遍に６万円、７万円というお金を立てかえるのは大変な状況だ

から、こういう申請していると思うのですけれども、その辺がちょっと矛盾しませんかという

お話を伺ったのですが。 

〇委員長（大渕紀夫君） 前田学校教育課長。 

〇学校教育課長（前田博之君） わかりました。その部分については、具体的に学校の方でど

う取り扱っているか、私たちも正直な話ちょっと承知していませんので、その辺は追跡調査し

て確認して、後ほどどういう実態になっているかお知らせしたいと思います。 

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、次に移ります。 

 288ページから298ページまでの３項中学校費、４項幼稚園費全般についてご質疑がございま

す方はどうぞ。ございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） では、次に移ります。 

 298ページ、５項社会教育費、１目社会教育総務費から310ページ、３目図書館費までご質疑

のございます方はどうぞ。 

 16番、加藤委員。 

〇16番（加藤正恭君） 16番、加藤ですが、306ページ、３目の図書館費でお聞きしたいので
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すが、図書管理システムが完了したということなのですが、完了した結果、どういうふうにな

るのか、経費的な面も含めて内容をお示し願いたいと思います。 

 それから、現在の貸し出し状況と、それから白老図書館の全道的なレベル、それがどのよう

な位置にあるのか、それだけお聞きしたいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 白崎社会教育課長。 

〇社会教育課長（白崎浩司君） それでは、図書館の関係ですけれども、１点目の図書館シス

テムの整備についてということです。 

 図書館のシステムにつきましては、先般蔵書検索システムが完了しまして、システムとして

は一連の行為が終わったということで、平成９年から行いまして、まず項目としては蔵書のデ

ータベース化、それから登録者のデータベース化、それが終わりまして平成14年の９月に一般

登録カードを発行しまして、カードによって貸し出しができるようになったと。従前は、図書

カードで手書きで窓口が行っていたと。それが登録カードによってシステムで貸し出しができ

るようになったと。非常に迅速化されたということです。その後蔵書登録も終わりまして、こ

れが端末機を図書館、それから情報端末の元気くんからも蔵書検索ができるようになったと。

当然元気くんも含めて町のホームページからも自宅からも検索ができるということで、図書館

に来られても自宅にいても、それから公共施設でもということで、図書館の蔵書検索ができる

ようになったと。これは、小学生、それから子供さん、それから大人を含めて２通りの方法で、

子供さんも含めて検索ができるような簡単なシステムで、自分の見たい本を図書館に行って司

書に聞くまでもなく自分の方で検索できるというふうになりました。 

 それから、経費の関係ですけれども、経費の方はちょっと後で答弁させていただきます。 

 それから、貸し出し状況ですが、14年度１月末現在ですが、個人の貸し出し冊数が６万6,60

2冊、それから団体の貸し出し冊数が3,380と。若干平年並みということで押さえております。 

 それから、道内のレベルということで昨年も加藤委員さんの方からご質問ありました。レベ

ルといいましても、何位何位ということで押さえておりませんけれども、道内の町村の図書館

で項目別に若干の項目言いますと、町村の図書館では70町73館での平均ですけれども、図書費

では480万円程度と。うちの方は400万円。それから蔵書関係では、蔵書冊数では平均では６万

8,000冊、うちの方は５万5,000冊。ただ、利用者の貸し出し状況ですけれども、全道の平均は

６万冊なのですが、白老の場合は８万3,000冊。それから、登録者が平均で4,100、白老の場合

は4,000弱です。数字的には、何位何位ということではないですけれども、大体中の上ぐらい

の数字かなというふうに押さえております。 

 以上です。 

〇委員長（大渕紀夫君） ほかの委員の方いらっしゃいますか。 

          〔「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、次に移ります。 

 310ページ、４目文化財保護費から322ページ、９目屋根のない博物館費までご質疑のござい

ます方はどうぞ。 
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 16番、加藤委員。 

〇16番（加藤正恭君） ここでは、３項目について伺いたいと思いますが、16番、加藤ですが、

315ページ、（５）です。この史跡整備市町村協議会大会事業というのがあるのですが、この

内容はどういうものなのか伺いたいと思います。 

 それから、６目の仙台陣屋の件ですが、317ページ、資料館特別展開催事業というのがあり

ますが、この内容どういうものか、それを伺いたいと思います。 

 それから、最後に318ページ、７目高齢者学習センター費について関連でちょっと伺いたい

のですが、これは高齢者大学の問題だと思うのですが、過日卒業式にも出席させていただいた

のですが、非常に大勢の大学生が学んでおられるのに驚くわけですが、卒業されても、卒業式

は４年ということで一つの区切りなのでしょうけれども、いろいろ伺うと10年も11年も在籍し

ておられるという方々が結構おられる。ということは、大学を卒業して大学院というような形

に普通であればなるのでしょうけれども、この在校生の方々は当然私どもよりも年齢も上で職

業も多種多様で全国的にあちらこちらを見ておられる。仕事の関係もありましょう。そういう

方々がいろんな人生経験をされてきておられる。それにプラスして高齢者大学で学ばれるとい

うことになりますと、しかも10年も11年も勉強しておられるということになると、中には講師

の先生を超えた学生さんもおられるのではないのかなという気がするのです。私講師の先生方

のカリキュラムをよく承知していないのですけれども、ある程度そういうことを得た方には白

老高齢者大学の博士号というようなものを出して、そして逆にもう後輩の指導をするような立

場の方々もその中には相当おられるのではないのかなという気がするのです。それを人材活用

といいますか、そういう面に活用する方法というのは今後考えてしかるべきではないのかなと

いう気がするのですけれども、このような提言をしてみたいと思うのですけれども、学長であ

られる教育長のそういう考え方に対するご見解を承りたいなと思うのですが。 

 以上です。 

〇委員長（大渕紀夫君） 白崎社会教育課長。 

〇社会教育課長（白崎浩司君） まず、１点目の第38回全国史跡整備市町村協議会大会事業と

いうことですが、これはことしの10月の８から10、函館市を中心に大会が開催されます。この

大会につきましては、毎年全国１カ所で行われていますけれども、目的としては史跡や文化財

に関する関心を高めるということと、あわせて今回道内に持ってきたのは道内の史跡整備状況

や関連施設、歴史的景観等、広く全国の参加者に周知するということで開催されます。今回負

担金の方に協議会の負担金がありますけれども、函館を中心ですから、道南地区の整備協議会

に加盟している市町村で実行委員会を組みまして、10市町で実行委員会を組みます。白老の場

合、どこのかかわりかということになりますと、10月の10日にいわゆる視察研修ということで

全国の首長さんがここに参加しますので、その間に８日の日に本大会やりまして、９日、10日

視察ということで、３班に分かれまして各地区を視察研修するということの３班のうちの１班

が伊達とか白老を含めて函館からこちらの方に回ってくるということで、こちらの方は陣屋の

方を視察してもらおうということで考えております。 
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 それから、２点目の資料館の特別開催事業ですが、予算説明のときにも申し上げましたけれ

ども、今年度は宮城県の塩釜神社博物館から収蔵の資料展をお借りして展示開催しようと。た

だ、今向こうと交渉していますけれども、本当に重要的なものはちょっとお借りできないので、

白老に関連する塩釜神社の資料をお借りして資料館の方で展示したいというふうに考えており

ます。 

 それから、３点目の学習センターの部分若干、教育長後で答弁すると思いますけれども、４

年で終わりまして、ほとんどの方が研修生として残っているというような状況です。今言われ

ましたとおりその後研修生として、元気なうちは生涯学習ということで学習の意欲のあるとい

うことでそのまま残っているのが実態です。それで、博士号の提言もありましたけれども、今

後の課題としてちょっと押さえたいと思いますけれども、人材活用の部分で言えば学校の方の

授業の中で専門課程と、それから専攻課程がありまして、これクラブ活動ですけれども、その

中では学生の中でもう指導できるという方もいますので、新たに講師を依頼しないで学生の中

から講師を行っているという方もおりますし、それからまなびあいバンクほかの事業でやって

いますけれども、バンクの方の講師にもなっていただいていると。そういうことで、そういう

今までの経験を生かした技術、経験をそういう中で生かされているというふうに押さえていま

す。 

 以上です。 

〇委員長（大渕紀夫君） 牧野教育長。 

〇教育長（牧野正典君） 今加藤委員からお話あったそのとおりだと思います。その後白崎課

長の方からお話がありましたので、私からこれ以上のことをお話しするということはないので

ございますけれども、私が高齢者大学の学長ということで、入学式、卒業式は本当に緊張して

参ります。大先輩ばかりでございますので、本当に緊張の連続でございます。そんな中で私す

ばらしいなと思うのは、たとえある部門については、それは大先輩ですから、精通はしている

とは思いますけれども、あそこのモットーが学ぶ喜びを学ぶというモットーで皆さんが学んで

いるという姿勢、そのことは私は大きく評価をしたいと、このように思っています。ですから、

博士号を出すべきかということについては運営委員会等もございますので、そこでお話を申し

上げようと思います。 

 それから、教える立場という形については、先ほど白崎課長からお話ありますように、お互

いが教え合っているということで、何か教えるは学ぶの仲間なりということで学ぶ喜びを学ぶ

という形で学んでございますので、本当にすばらしい大学だなと、こう思ってございますので、

今ご質問あった趣旨については運営委員会の方にご相談したいと思います。 

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、高齢者大学の件についてはせっかく学ばれたこと

をやはり後輩に指導していくと。指導するという言葉は、多少語弊があるかもしれませんけれ

ども、それに人生経験プラスそういうものも含めた形でのあれというのは、非常に貴重な体験

も我々としても聞けると思うのです。ですから、例えば役場の職員の、内容にもよるのでしょ
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うけれども、そういう指導だとか、我々議会議員もそういう方々のこともこれから学ぶという

か、婦人会の例えばいろんな大会だとか、そういうところにも講師として招くとか、そういう

面での町内での人材活用というものを今後大いに、利用するというのはちょっとおかしいです

けれども、活用するといいますか、そういうふうに持っていってほしいと思うのですけれども、

ただこれは要望で結構ですので、ご返事は要りません。 

 よろしくお願いいたしたいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） ほかの方。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、322ページ、６項保健体育費から328ページ、７項給食セ

ンター費全般についてご質疑がございます方、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） それでは、330ページから357ページまでの11款災害復旧費、12款公

債費、13款給与費、14款諸支出金、15款予備費及び給与費明細書、地方債現在高見込額調書、

債務負担行為に関する調書についてご質疑のございます方はどうぞ。 

 16番、加藤委員。 

〇16番（加藤正恭君） 16番、加藤ですが、334ページの給与費の中で、前年度対比１億2,100

万円ほどの減額になっておりますが、これは異動とか退職等の関係もありましょうが、この数

字によってラスパイレス指数はどのような位置にあるのか、それだけ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） お答えいたします。 

 ラスパイレス指数の関係でございますが、この平成15年度の給与費予算の関係では、ご存じ

のとおりラスパイレス指数は国の給与水準とこの予算を比較したものでございますので、まだ

これについては出てございません。ちなみに、申し上げますと、平成14年度では平成13年に比

較して0.4ポイント上がりまして100.9という数字になってございます。 

〇委員長（大渕紀夫君） 18番、佐藤委員。 

〇18番（佐藤悦夫君） 18番、佐藤です。公債費の件で、平成13年度、14年度、繰りかえ運用

によりまして約９億2,000万円の節減効果があったというようなことで、私どももそれなりの

評価をしたわけでございますが、平成15年度の繰りかえ運用に対するお考えがあるかないかど

うか。あるとすれば、どういう方法、どういう手法になるのかお尋ねをいたしたいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 辻財政課長。 

〇財政課長（辻 昌秀君） ご質問の趣旨なのですけれども、15年度繰りかえ運用をする予定

があるのかということでちょっとご答弁いたしますけれども、繰りかえ運用というのは基金か

ら借りるという部分の話です。過去に平成10年度から12年度にかけて繰上償還に使う財源とし

て借りたというような事例ございますけれども、15年度につきましては14年度で既に繰りかえ

運用というよりも町債管理基金を活用して8,450万円、これ３月の先日の補正予算で計上して

おりますけれども、そういう形で繰上償還しておりますので、15年度については当面ちょっと
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繰上償還する予定はないということになっております。 

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） これで歳出全般が終わりました。 

 ここで歳出全般について、特に質疑漏れの方がおられましたら、どうぞ。 

 16番、加藤委員。 

〇16番（加藤正恭君） 16番、加藤ですが、198ページ、２目塵芥処理費、（１）、環境衛生

センター運営経費について伺いたいと思いますが、実は私貴重な経験をしました。過日書類を

整理して燃えるごみが大量に出ましたので、登別のクリンクルセンターに持っていきました。

それで、うっすらと登別市民でなければだめだということを娘から聞いておった記憶があるの

ですが、失念してしまって、どちらから来られましたかと言われたものですから、白老町から

来ましたと言ったら、白老町の燃えるごみは今個人的には受け付けられませんということで断

られて帰ってきました。それで、娘に聞きましたら、だめなのだと言う。それで、娘の名前を

使って１週間後にまた燃えるごみを持っていきました。そうしたら、受け付けてくれました。

何がしかのお金を払って帰ってきたのですけれども、クリンクルセンターは白老町と広域行政

の一環として10億円ほどのお金も支出しております。それで、二瓶課長にも帰ってきてからそ

の話を実はしたのです。そうしたら、実は民生常任委員会でもこの件については問題になった

ので、登別市役所の方に申し入れしたのだということなのですが、余りいい返事がないという

状態だと。それで、私どものごみ処理は収集車に入れればそれで問題ないのですが、大量に燃

えるごみが出た場合にはそこにちょっとしばらく保管するのもどうかと思うし、余り人に見せ

たくない書類も、議会関係の書類もちょっとあったものですから、直接燃やした方が早いなと

思って持っていったのです。ところが、白老町民はだめで登別市民の名前を語れば受け付ける

と。こういう状態は、私はいかがなものかという気がしているのです。一部事務組合ではない

ものですね、これは。一部事務組合ではないものですから、恐らく登別市の条例に基づいて白

老町は以下同文ということで、押しつけられると言ったら語弊がありますが、そういう条例に

いろんなものに参画できない状態にあると思うのです。ですから、登別の決めたことに従うと

いうことになりますと、どうも我々の共有する広域行政の一環としてはちょっとおかしいので

はないのかなという気がしているのですけれども、民生常任委員会でもいろいろお話がされた

ようですけれども、その辺についてどのようにお考えになっておられるか、今後どうするおつ

もりか、そのあたりを実は伺いたいのです。 

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） 登別市との広域共同処理の中の、まず直接搬入の部分でのお

尋ねです。 

 それで、まず直接搬入につきましては登別市との共同処理をとり行うという形の中で一つの

約束事として、白老町については白老町のセンターの方で集めたものを持っていくと。登別は

登別ですよという、そういう約束事がまずあるわけです。そういう中で、実は民生常任委員会
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の方からも竹浦、虎杖浜の人についてはセンターに持ってくるよりも向こうの方が近いという

部分もあると。そういう中で、実際にセンターの方でも人件費なりなんなり、これは振興公社

の方に委託していますけれども、そういう部分もあるだろうということでのコスト削減という

部分でも考えてみたらという、そういう意見がいろいろ出ました。それで、登別市の方に民生

常任委員会の方でも行きましていろいろ聞いたわけですけれども、ちょっと登別も歯切れの悪

い答弁の仕方していたのですが、実はいろいろ聞きますと、直接搬入というのは実際にごみ袋

で持っていくよりも安いということになるわけです、運搬費用が本人が持っていくということ

ですから。ですから、登別市で大体計算しますと、通常袋いっぱい40リットルの入れますと８

キロぐらいというふうに我々踏んでいますけれども、大体10キロぐらいにしたら24円という形

の中で受け入れるわけです。そうしますと、当初登別の方で考えていたよりも、土日も連続し

て稼働していますので、どんどん、どんどん登別市の人たちが土日関係なく持ってきて、当初

思っているよりも、当初は多くても大体１日10件ほどという考え方でいたのが３年経過する中

でもう１日30件ほどになってきていると。それで、プラットホームというか、中の施設一般の

人たちが持ってくる中で分別はきちっとされていないとか、いろんな問題が出てきていると。

それで、これが登別市の方で課題として取り組んでいまして、廃棄物減量推進審議会というの

がありまして、そちらの方でも対応をちょっと検討しようということで実際に今議論が始まっ

ているところがあります。実際に直接搬入でも受け入れるのに通常のごみ袋を使わせて分別を

徹底させるとか、そういう部分では非常に登別自体でも課題として受け取って、今問題として

検討しているということですので、いろいろ竹浦、虎杖浜の人については向こうの方に持って

いった方が近くて便利かとは思いますけれども、この辺を課題解決しないと、実は白老町の方

でも登別市でこの関係を検討しますと問題になってくる部分があります。というのは、実際に

今度今言いました袋でやるのかとか、料金を、ちょっと事務方の方に話聞きますと今より３倍

ほど上げようとか、いろんな部分あると。そうすると、白老町の部分でも直接搬入については

ちょっと整理する部分が出てくるということがありますので、いろいろそういう部分では問題

ありますので、手数料関係もあります。白老町の手数料として受けているのをクリンクルセン

ターで受け入れるとなりますとどうするのかという部分、いろいろ課題ありますので、今受け

入れた方がどうだこうだというのでなくてこの登別市との連携とった中でこれどう整理するか、

うちの方の直接搬入の料金も含めて検討しなければならないというふうな課題というふうに押

さえております。 

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、一応我々もと言ったらおかしいけれども、白老町

も大きなお金を投資した施設でもあり、愛すべき施設だと思うのです。ところが、登別市民が

よくて白老町民はお断りと。どっちみち両方とも断るのでしたら、それでいいのですけれども、

それも身分証明書も見せなくても、ただ登別の何々町のだれだれですと、それだけでいいので

す。下手に白老町ですと言ってしまったら、だめですと。実は、娘の名前でどうですかと言っ

たら、それはだめですと、こういうことです。そこまで徹底しなくても、せっかく持っていっ
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ているのですから、ですけれどもそういうルールだから仕方ないなと思ったのですけれども、

そのあたりがやっぱり白老町民が登別の知った人の名前を言えば、用紙に記入すればオーケー

が出て、白老町民ならだめだというような断られ方は、後から聞きますと何人も虎杖浜、竹浦

あたりの方で知らないで行って帰ってきている人がいるようなのです。ですから、断られるの

なら、全部断ってくれれば一番いいのですが、そのあたりがちょっと解せないなという気がし

て不満がたらたらだったものですから、何とか早くそういう面で改善をしてもらいたい。分別

をしていないということは、これはもう我々の問題であって、だからきちっとした透明な袋に

入れてくださいと言われておりましたから、透明な袋に入れて持っていったのですけれども、

それでも断られたということがあるものですから、早くそういう面で、聞きますと１日に30件

といいますと、例えば10時間にすると１時間に３件ですから、私が行っても閑散としていまし

た、私の車だけだったですから。だから、そんなに頻繁に入っているわけではないのですけれ

ども、時間帯もあるでしょうけれども、そういうことのないようにしてもらいたいなと。そし

て、でき得ればそういう登別市の条例、一部事務組合ではないから、白老の意見というものが

そういうのに反映できないのかもしれないのですけれども、そういう問題についてこれからい

ろいろな問題が出てくるとしたら、白老町の意見も聞くような部分というものが設定されない

のかどうか。条例を制定する場合でも白老町の議員さんの組合というのをつくりますね、一部

事務組合ですと。そういうものでもして参画して、白老町民の考え方も反映させるというよう

なふうに持っていってほしいと思うのですけれども、要望も含めて質問したいと思うのですけ

れども。 

〇委員長（大渕紀夫君） 山本助役。 

〇助役（山本 薫君） ごみに要する経費今全体で４億1,000万円ほどかかっているのですけ

れども、このうち登別に２億5,600万円払っているわけです。年に１回登別と白老の首長さん

交えて私ども出席して広域連携のあり方も含めて協議する場所を設けているのですけれども、

登別市さんとの話で２億5,600万円白老町が登別市に負担金を納めているのだから、登別市が

どういう組み立てをして私どもに２億5,600万円の請求書を送ってきているのか、中身は１回

ひもとく機会設けさせてほしいというふうに申し上げております。それで、助役同士で公式の

場所を設けましょうと。15年度から設けて、お互いに懸案事項もあるでしょうから、うちが納

めている２億5,600万円が有効的支出に使われているとは思っています。もっとやはり経費の

削減に向けてお互いに知恵出しませんかというお話し申し上げてきましたので、このことも踏

まえて今の加藤委員のご意見も含めて公式の場所でこのことを提案していきたいというふうに

思っていますので、白老の町民の方が今環境衛生センターの方に持ち込むと言っているのは、

同じ白老の区域の中ですから、利便性からいけば登別へ行くよりも白老の方が近いのかなとい

う思いもあったものですから、ただ言われてみると虎杖浜の人白老来るよりか登別の方が近い

よということになれば、そういう利便性もやっぱり解消することが必要だというふうにも判断

されますので、その場所で話し合い詰めていきたいと思いますので、そんなことでご承知おき

いただければなというふうに思います。 
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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。223ページの商工費の件について、具体的な内容に

なりますので、数字上の報告をお尋ねしたいと思います。 

 先般の審議会の中でもこの金融問題につきまして担当課長からそれぞれご説明をいただきま

したけれども、私これからお尋ねする点は、平成15年度の予算編成とここに掲げた予算のあり

方について金融機関の窓口に対する行政側の指導と、あるいはまた行政側の指導とともに融資

を受ける受益者の考え方などの行政指導、この二つをどのような方法で平成15年度の商工費の

中の融資制度につきましての考え方をお持ちであるかどうか。もちろん窓口が金融機関ですか

ら、それは行政側が強く要望してもこの企業については難しいよというお話は出るでしょうけ

れども、しかし今国も、あるいは全体的な担当省も中小企業の救済が急務だというような新聞

報道が多く出されております。そういう中で白老町の融資制度は、私ども中小企業者にとって

は非常に大きな活力になりますし、大きな融資の原動力になっていることは事実でございまし

て、それをさらに一層融資制度を求める中小零細企業の救済の意味も含めて、平成15年度のこ

の貸付制度あるいは利子補給制度、この考え方をお尋ねをし、さらにそれを受ける受益者の考

え方も行政者として行政指導としてどうあるべきかというようなことを基本的にお考えをお尋

ねしたいと、このように思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） �谷産業経済課長。 

〇産業経済課長（�谷長蔵君） 現在の今の経済情勢の中では、先日も実は韓国の国が中小企

業を重点的に支援しているということで、そういう報道がされていたのですが、ところが今日

本の国はそれと全く逆の考え方で何か進めているように受けとめております。そういう中で、

では金融機関と我々がどういう接触をするなり、今の白老の中小企業者の現状をどう伝えてい

るかというのは、それは時間あるごとに、事あるごとに金融機関の支店長とは月に１回から２

回ほどは確実にお会いして、町内の中小企業者の状況だとか、そういうことは伺っています。

そういう中で、では中小企業の方々が急に資金繰りなり、どうしても緊急的にご融資いただけ

ないような事情が出てきたというような場合は、実はかなりのメニューがあるわけです。国、

そして道、もちろん町もあります。町は、特に例えばセーフティーネットであればそれに対す

る利子補給だとか、いろいろあるわけなのですが、要するに今の中小企業者と金融機関の関係

は、資金需要は中小企業は確かにあるわけです。商店なり、工場もそうですけれども、ではそ

れを返せるめどが本当にあるのかと。例えば商店であれば販売、製造業であればそれなりの新

たな取引先があるのかと。要するに保全能力から金融機関は判断するわけです。では、その保

全能力というのは何かといったら、消費なり需要が自分のつくっているもの、売っているもの

は本当にあるのかと。そういう中で、工場についても苫小牧、札幌に流れていますと。では、

今売っているものが倍売れるのかと、今つくっているものが倍引き取ってもらえるのかという

基本的なことから、金融機関と受益者、借り入れ先である中小企業者のその辺のギャップがあ

るのかなと思っています。それは、当然中小企業者は商店、工場の方も認識しているわけなの

ですが、いかんせん今の経済情勢の中では非常に難しいということでございます。 
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 それと、では町が中小企業に対してどういう指導をしているのかということでございますが、

今の経済情勢は皆さんご承知だと思うのですが、それぞれ我々も商工会ともいろいろ話しして

いますし、商工会の方からも情報は行っていると思います。ただ、借り入れに際してのどうい

う指導をしているかといいますと、借り入れに際しては商工会に直接行かれる方もありますし、

町の方に相談に直接来られる方もいます。そういう中である一定の説明をして、その後金融機

関に個人で行っていただくと、こういう流れになっています。 

 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） 18番。これは、今お答えの中で十分理解するのです。でも、例えば簡

単に言いますと金融機関はお金は要りませんという人にはお金を使ってくださいと積極性を持

って、お金欲しいですから、今ここである中小企業が200万円の資金がありますと、必ずこの2

00万円を活用して売り上げは倍増ならなくても健全な経営に移行できますよというような計画

書を持っていって回る。その計画書が真偽であるかどうかということについては、それは前３

カ年の決算書をお持ちくださいとか、当然なのです。それは、受ける方としては保全をする必

要性がある金融機関ですから、当然なのですけれども、そういう中にあって新しい計画もお話

を申し上げても、金融機関は決算書だけを中心に話をされまして、この計画書についてご理解

いただけないかというと、なかなか金融機関はうんと言わないのです。その辺が零細企業の一

番今困っている段階だと思うのです。もちろんお金を借りたら、必ず返すという原則は皆それ

ぞれ持っているのですけれども、それが返せないという場合のアクシデントも今の経済情勢の

中であるかもしれませんから、そういう面を私は、行政と金融機関のお話はわかりますけれど

も、商工会と金融機関との対話が今必要でないかなと、こう思うのです。商工会の指導員が零

細企業、中小企業を回って経営指導をするということも基本的には大事なことですけれども、

商工会の指導員、経営者、経営指導員と金融機関とのお話し合いがこの際持っていかれること

がより零細企業や中小企業を手助けする一助になりはしないかと、こう思うのですけれども、

その辺のお考え方はどうでしょうか、指導として。 

〇委員長（大渕紀夫君） �谷産業経済課長。 

〇産業経済課長（�谷長蔵君） 商工会と金融機関のより接触といいますか、その辺の双方の

事情をお互いにもっと身近になるという部分でのお話だと思うのですけれども、それは佐藤委

員言われるとおりだと思います。今は、商工会の方もかなり精力的に経営指導に当たっていま

す。そういう中では、今この時期は必要なのかなと思います。ただ、先ほど言われました新し

い事業に関して資金を金融機関に行きますといったときに過去３年の実績出しています。例え

ば実績年間１億円売り上げありましたよと。それで、例えば5,000万円必要になったら、その

８掛けなのです。5,000万円必要でも5,000万円出ないと。ですから、10億円あっても１億円必

要だと言っても、実際は売り上げは過去の実績の８掛けで実績を見るというのが今の金融機関

の実態なのです。ですから、そういうことでこれは金融機関個々に実は違うわけでございまし

て、自己資本比率というのございます。それで、一生懸命金集めて自己資本比率を上げますよ
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というのと、中に５分類あります。ですから、金融機関によっても何か分類違うようなことも

若干聞いております。ですから、金融機関個々によっても経営状態からなかなか融資に関して

は厳しいとかというところもありますので、ただ総体的に見ますとどこの町も大変でどこの商

工業者も大変なのですが、必要なのは佐藤委員言われるとおり商工会、役場、金融機関がもう

少しその辺の事情を知りながら連携とるのが今求められていることなのかなと思います。進め

てはいますが、より進めたいと思っています。 

〇委員長（大渕紀夫君） 18番、佐藤委員。 

〇18番（佐藤悦夫君） 18番です。よくわかりました。最近の金融機関は、担保要らないとい

うのです。これどういうことなのかなと思ったら、経営実績主義だというのですけれども、今

から10年ぐらい前は担保何ぼありますかとか、どんな担保がありますかと担保が一番優先した

のですけれども、最近は担保のこと言わないでそういう欠損費や実績主義だけを言うのです。

だから、私は商工会の役員離れて20年以上になりますが、商工会の指導員と金融機関と行政と

一体となって、この辺の零細企業対策をぜひ実現してほしいなと、こう思うのでございますが、

その見解だけお尋ねして終わります。 

〇委員長（大渕紀夫君） �谷産業経済課長。 

〇産業経済課長（�谷長蔵君） まさにそのとおりであります。やってはおりますが、より密

接に連携組みながら、それぞれの事情を出し合いながらいい方向に進めたいという考え方でお

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、暫時休憩といたします。 

          休憩 午前１１時２０分 

                                           

          再開 午前１１時３５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。 

 先ほどの歳出の部分での答弁漏れについての答弁をお願いいたします。 

 白崎社会教育課長。 

〇社会教育課長（白崎浩司君） 答弁保留しておりました加藤委員さんの質問ですが、図書館

システムの整備についての経費の内訳です。 

 ソフト的な面で蔵書登録、それから登録者のデータベース入力、これに係る分として平成13

年度298万6,000円、それから平成14年度214万2,000円、これらのいずれもこれは緊急地域雇用

特別対策推進補助金で手当てしております。それから、ハード面でいきますと平成14年度、い

わゆるインターネットに配信するための機器類のサーバーですけれども、その整備として350

万円、この手当ても特定防衛施設周辺整備調整交付金、これでお金が来ております。それと、

細かいですけれども、消耗品66万円、これも北海道市町村振興協会から、これは３分の２の補

助で手当てしているという状況です。 
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 以上です。 

〇委員長（大渕紀夫君） 前田学校教育課長。 

〇学校教育課長（前田博之君） 先ほど吉田委員の準要保護にかかわる修学旅行の支給の関係

について答弁いたします。 

 修学旅行の分については、立てかえられないかという部分でございましたけれども、まず準

要保護の申請行為が４月から始まって申請者の税を確定しなければ決めれないのです。その行

為が７月前後に、なるべく早くやりますけれども、それまで確定しないということで、修学旅

行は５月にあるので、ずれが起きます。そういうことで町としては、どのような形とっても認

定されていませんので、支給できません。ですけれども、実務の面で学校の方としてはその子

供たちの前年度の準要保護を受けて、そしてさらにその時点で家庭環境等を調べて準要保護相

当になるなというような調査をして旅行会社にお話をして、その辺を一時納期を待ってもらう

とか、そういうような形で対応しているというような状況にありますので、よろしくお願いし

ます。 

〇委員長（大渕紀夫君） それでは、歳入に入ります。 

 14ページから18ページまでの１款町税全体について質疑をお願いいたします。質疑のござい

ます方はどうぞ。 

 11番、斎藤委員。 

〇11番（斎藤征信君） 滞納繰り越しにかかわって伺いたいのですが、わからなくて基本的な

ことをお聞きすることになって大変申しわけないと思うのですが、町税だとか法人税だとか固

定資産税だとか、町の根幹にかかわる基本的な税収だろうというふうに思うのですが、その収

納率が町民税では収納率97％、法人税98％、固定資産97.5％という、九十七、八％で計算され

ているというのは精いっぱいの努力なのだろうなというふうには見ているのですが、この滞納

繰り越しのところで見ていますと、この個人町民税のところでいうと97％で、ではこの予算で

いくとこの計算をしますと大体1,500万円ぐらいが焦げつきになる覚悟でやっているのだなと

いうふうに見えますし、法人税で98％だと大体230万円くらいの焦げつきと。固定資産でいう

と3,600万円ぐらいの焦げつきになるのだなというふうに見えるわけです。ただ、そうやって

見るとかなり大きいものだなというふうに思うのですが、滞納繰り越しで残っていく金でいう

と１億円のところを11％しか収納できないようですから、残りは大体9,000万円近く焦げつく

ことになるわけですよね。法人税でいうと600万円近くになるのですか。固定資産税でいうと

１億9,000万円近くの未収が出てしまうと、こういうような計算で、基本の部分でこういうふ

うな大きな焦げつきが出るというのは随分大きいものだなというふうに思うわけです。そこで、

お聞きしたいのですが、調定額というのは当然払わなければならない部分、また払える見込み

がありとして課税するものだろうというふうに思うのですが、払えないと初めからわかってい

ても課税すべきものとして計上しているのかどうなのかと。この調定額というものの考え方っ

て一体どうなのだろうなと、その辺ひとつ伺いたいことと、それから滞納される階層というの

は主にどんなような階層になるのかなと。その理由は何だろうと。その対策というのは、どん
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なふうにされているのか、そのあたり大まかで結構ですので、教えてください。 

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） それでは、調定額の方から申し上げます。 

 調定額というのは、どういう税であっても地方税法に基づいて課税をして、だれが何ぼとい

うことで納付書を発行しますけれども、それをトータルしたものが町民税でいけば大体５億円

とか、今現年度分で申し上げています、法人税でいけば１億円ちょっとと、こういうようなこ

とになります。これ各税とも同じになります。これが調定額であります。また、滞納繰越分の

調定額というのは、例えば14年度分の課税したものに対して納入されなかった分、これが翌年

度に繰り越していきます。時効が５年ですので、５年分をまとめたものが滞納繰越分の調定額

となります。これが調定の意味合いでございます。滞納のといいますか、滞納繰越分の徴収率

が低いと、こういうようなこともおっしゃっているのではないのかなというふうに思いますけ

れども、現年度分については96とか97でも決して白老町は収納率のいい方ではないというふう

にとらえております。この辺の徴収率につきましては、住民税、いわゆる道町民税のうちの道

税分です。道税分というのは３割ございますけれども、道税分と、それから国民健康保険税、

これらでもって全道的に比較したものがございます。これは、全道的に見ると最後の方から勘

定した方が早いというような状況でございます。そういうようなことで滞納繰越分というのは、

さらに私どもの町は低いという状況になっております。収納率低いのは、やはり納税義務者で

もいろんな事情でもって、例えば病気であるよと、あるいはリストラされたよと、こういうよ

うな状況がございまして、低いと。私どもは、ちょっと徴収率に触れさせていただきますけれ

ども、悪質な滞納者につきましては当然それなりの方策を講じております。一口で言うならば、

差し押さえ等を実施しているという状況でございます。また、先ほど申し上げたようにリスト

ラだとか、また病気だとか、その家庭状況に応じて払えないというようなことがございますの

で、これを担税力と、こういうふうに私ども言っておりますが、この担税力をいかに把握して、

その状況に応じて対応してあげるかということがございます。また、法人税でいけば、あるい

は入湯税なんかもそういうこと言えるのですが、その企業がどういう状況にあるかということ

も同様に把握をしなければならないというふうに考えてございます。これらについては、要は

職員がその滞納者１件１件をよく把握して、その状況に応じてとるべき方策をやらなければな

らないと。私ども今全体で3,300件の滞納者持っております。これは、相当多いというふうに

思っております。徴収担当している者が専任で５名おります。１人当たりの持っている件数と

いうのは660件になります。嘱託もおりますけれども、全道的な状況からいけば450件ぐらいが

大体平均といいますか、１人の持つ数と、こういうふうに言われておりますけれども、相当数

多いと、こういうような状況でございます。私ども今考えているのは、件数をまず減らさなけ

ればならないと。当然件数を減らすということは、滞納額も減らすことになりますので、まず

件数を減らそうと。これに力を入れているということで、多分２月のといいますか、３月の広

報と一緒に配布したチラシ等も見られているかと思いますが、そういうようなことでＰＲをし

ながら、私ども強力に実施していく考え方でおります。いろいろと滞納者というのは理由を言
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いますので、その辺を厳しくやっぱり対応しなければならないということで、その考え方を従

前の考え方と変えてもっと厳しくしなければならないという考え方に立って行わなければなら

ないと。 

 本題に入りますけれども、階層といいますが、先ほど来から言っていますように職業別で申

し上げるのもどうかなと思いますが、なかなか微妙なところありますので。ただ、夏場にやは

り仕事を持っている方、冬は余り仕事がないという方が多いと。それから、国保税でいけば最

近国保に途中で加入される方が多いわけです。14年度まだ途中ですけれども、230ほど途中で

加入されてきておりますけれども、こういった方が何らかの理由で仕事を離れてきているだと

か、そういう方が滞納されているケースが多いということが言えるのかなと。全体として言え

るのは、やはり納税思想がよくないということは昔から言われております。また、私どもも担

当しましてやはりそのとおりだなと、こんなふうには考えます。それは、90％以上の方は納税

しているわけですから、残りの方に我々が１件ずつやはり時間をかけて話をしながらしなけれ

ばなりませんけれども、ただそれでは徴収率はよくなりませんので、もっと強い姿勢に出なけ

ればならないということで考えております。ちょっと長くなりますけれども、例といいますか、

２月で私ども今とった策というのは呼び出しをすると。役所に来いと。これ当然のなのですが、

特別に来いというやり方と、それからもう即差し押さえの予告をします。これが２月にとった

のでは160件ぐらいございます。それに応じた方は30件しかありません。今差し押さえ調書を

つくっております。先週の話ですが、差し押さえ調書をつくっているのですが、これが大体20

件程度今差し押さえ調書をつくっております。そういうことで意識を変えてもらうと同時に、

やはり強い姿勢に出なければ徴収率は上がらないということで、これはもう全国的な傾向でご

ざいまして、東京都を筆頭にしてそういう考え方に立っておりますので、私どももそういう考

え方で実施したいと、こんなふうに考えております。 

 お答えになったかどうかはわかりませんけれども、そういう姿勢で臨みたいというふうに思

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） よくわかりました。私調定額でお聞きしたかったのは、先ほど担税力

の把握とおっしゃいましたね。納められるという、納めねばならないではなくてこの人がどん

な状況にあるのかということがこの調定額を算定していくときに、決定していくときにそこら

辺がきちんと押さえられて納められない状況があるのに、額としてもう出てしまっているのか

なと、そういうことはないのかなと。そうすると、数字だけが残ってしまいますよね、納めら

れないのにそういう額が出てしまうと。そういうあたりがどうなっているのかなということを

お聞きしたかったのですが、もし何かそこでお答えいただければありがたいですが。 

 それと、今納税も強化しなければならぬという話があったのですが、固定資産税はこれ土地

というのは金を生まないわけで、それだけでは金が払えないわけですけれども、金額としては

かなりの額になるわけです。それを差し押さえの話先ほどありましたけれども、差し押さえな

どの法的な措置というのが本当にどれほどやられているのか、その件数なんかがわかりました
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ら、教えていただきたいのですが。 

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） 課税の段階と既に納められないということがわかっている方の

関係ということですが、これについては考慮をいたしません。所得があり、また資産があった

場合には課税をいたします。減免という制度はございますが、全く今言っているルールとは別

ですので、これは当てはまらないだろうなと、こんなふうに思います。 

 それから、固定資産の差し押さえ件数といいますか、これなのですが、今までやってきてい

ます差し押さえがあります。古くは、もう20年ぐらい前に差し押さえたものもございますので、

今件数としては押さえておりませんけれども、多分というよりも固定資産といいますか、不動

産のみならず差し押さえするものは給与もございます。いわゆる給料です。それから、預貯金

がございます。そういうものがございますので、これらをまとめて件数としては出せますが、

それについては後ほどお話しさせていただきたいと思いますが、そういうような状況になって

おります。 

〇委員長（大渕紀夫君） ほかの委員の方。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、昼食休憩に入りたいと思います。 

          休憩 午前１１時５５分 

                                           

          再開 午後 １時０１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。 

 先ほどの答弁漏れの部分お願いいたします。 

 佐久間税務課長。 

〇税務課長（佐久間輝男君） 先ほど答弁保留いたしました差し押さえ件数ですが、きょう現

在で335件でございます。先ほど申し上げたように、給与ですとか電話ですとか不動産ですと

か、この種類別には出ませんので、ご了承いただきたいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） それでは、20ページから28ページまでの第２款地方譲与税、３款利

子割交付金、４款地方消費税交付金、５款ゴルフ場利用税交付金、６款自動車取得税交付金全

般についてご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〕 

〇委員長（大渕紀夫君） それでは、次に移ります。 

 30ページから38ページまでの７款国有提供施設等所在町助成交付金、８款地方特例交付金、

９款地方交付税、10款交通安全対策特別交付金、11款分担金及び負担金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番です。国有提供施設等特別交付金の件なのですけれども、基本的

には､いわゆる国有提供金というのはそんなに減額はないものかなというふうに感じていたの
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ですけれども、今年度予算60万円、金額少ないのですけれども、この理由について一般的に景

気低迷のマイナススライドなのか、あるいは国有施設の評価が下がったのか、それらについて

は評価替えということはないと思うのですけれども、その辺の事情についてお尋ねをしたいと

思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 辻財政課長。 

〇財政課長（辻 昌秀君） 国有提供施設等所在町助成交付金ですけれども、予算の31ページ

の説明のところにも記載しておりますけれども、白老の場合陸上自衛隊の固定資産に対して所

在市町村に交付されるというものです。それで、自衛隊の固定資産という部分につきましては

土地のほかに建物等ございまして、これがある程度それなりに自衛隊の方で設備投資はされて

おりますけれども、やはり建設年数によっては償却といいますか、評価が下がる部分がござい

まして、そういう部分による若干の減額になるのかなということで理解しております。 

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、40ページから46ページまでの12款使用料及び手数料全般

についてご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〕 

〇委員長（大渕紀夫君） それでは、48ページから68ページまでの13款国庫支出金及び14款道

支出金全般について質疑のございます方はどうぞ。ございませんね。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） それでは、進みます。 

 70ページから78ページまでの15款財産収入、16款寄付金、17款繰入金全般についてご質疑が

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〕 

〇委員長（大渕紀夫君） それでは、80ページから90ページまでの18款繰越金、19款諸収入、

20款町債全般についてご質疑のございます方はどうぞ。 

 16番、加藤委員。 

〇16番（加藤正恭君） 16番、加藤ですが、20款の町債についての６目です。臨時財政対策債、

これについて伺いたいのですが、これは国からの借金であることは間違いないのですが、これ

は元利償還とも次年度に100％地方交付税で処理されるという性質のものなのですが、過日新

聞か政治番組でちょっと見ていたのですが、片山総務大臣ですか、あの方が将来的には国は当

初この臨時財政対策債というものをなくしようと。したがって、次年度の交付税も自動的に減

ると、こういう方針を出すやに実は聞いておったのですが、ちょっと調べてみましたら、13年

度は１億5,400万円、14年度が３億3,400万円発行しているわけです。本年度は、６億6,300万

円と倍々とふえているのです。国の方針に逆らうというのは､ちょっとおかしいのではないの

かなという気しているのですが、このようにふえていっての理由はなぜなのか、国の方針と逆

な方向にいっているのではないのかなという気するのですけれども、これは一般財源と見ても
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私は差し支えないと思うのですけれども、そのあたりについて伺いたいと思うのですが。 

〇委員長（大渕紀夫君） 辻財政課長。 

〇財政課長（辻 昌秀君） ご質問の臨時財政対策債なのですけれども、平成13年度からこう

いうような起債の処理ができたという、その考え方なのですけれども、地方財源の不足に対応

するという場合、従来はすべて地方交付税で補てんするというやり方をしてございます。その

際の財源として、国税等が財源になってくるのですけれども、国税等で地方に配分する交付税

を賄えない場合、これは交付税の配分自体が特別会計という仕組みで国の方で設定しておりま

すので、国の特別会計が不足分を直接借り入れして、そして地方に交付すると、そういう仕組

みでやっておりました。ただ、その場合借り入れについては、どちらかというと地方について

は、基本的には交付税特別会計というのは地方側の借金ということになるのですけれども、な

かなかそういうような考え方になりづらいということで、平成13年から地方にも直接財源不足

の分を借りてもらうというのが臨時財政対策債、いわゆる赤字地方債的なものです。そういう

ことになっております。それで、その考え方としては、平成15年度までに地方交付税の特別会

計で借りる分をすべてなくしていこうと。国の特別会計で借りる分をなくして、すべてそれぞ

れの市町村の借り入れの中でやっていこうというのが、先ほど加藤委員ちょっとお話ありまし

た総務大臣のご説明というのは、多分来年なくするというのは交付税特別会計の借り入れをな

くすると、そういう部分だったと思います。そういう部分では、国としては交付税特別会計の

借り入れをなくして、そしてすべて地方の各市町村の借り入れにすると。そういうような考え

方の結果、臨時財政対策債、このような形で交付税の減額分が大きいものですから、増額にな

ったと、そういうような形になります。ちなみに、この借り入れにつきましては14年度の借り

入れ分については政府資金を借りているのですけれども、３年据え置きで20年償還というよう

なことなのですけれども、後年度の元利償還金については100％地方交付税で措置すると。あ

る意味では、当面の財源不足の分を後年度の交付税に先送りするといいますか、そのような仕

組みになっております。 

 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、大体わかるのですけれども、そうすると来年度も

倍々というわけにはいかないにしても、発行する可能性があると思うし、ふえる可能性が私は

多いと思うのです。白老町ばかりではなくてどこでも、苫小牧市なんかも5.何％だか伸びてい

るというあれに何か聞いたことがあるのですけれども、白老も将来的にはこれもまた徐々にふ

えていくような感じがするのだけれども、その見通しはどんなものですか。そのあたりだけで

いいです。 

〇委員長（大渕紀夫君） 辻財政課長。 

〇財政課長（辻 昌秀君） それで、平成15年度についてはこういうような形で交付税の不足

分を６億円台の臨時財政対策債の発行ということで補うということなのですけれども、16年度

以降の見通しにつきましては、国の方では昨年から交付税と国庫補助金です。補助金、負担金
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の減額という見直し、そして交付税についてもこれも基本的には縮小していくと。その中で新

たな地方税といいますか、そういう財源の確保というのを図っていくという、いわゆる三位一

体という、そういうような考え方が出されておりますので、そういう方向の中で交付税総額に

ついても決まっていくのかなと。基本的には縮小していくという考え方にはなっておりますけ

れども、現在の経済情勢とか、そういう部分からいきますと果たして臨時財政対策債がなくな

っていくかという部分については、交付税の総額の確保の考えの中で現実的にはまだしばらく

続けざるを得ないのではないかなというような、そういうとらえ方をちょっとせざるを得ない

のではないのかなというふうに思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 18番、佐藤委員。 

〇18番（佐藤悦夫君） 財源対策全般についていいでしょうか。 

〇委員長（大渕紀夫君） はい、どうぞ。 

〇18番（佐藤悦夫君） それでは、私町長の今年度の予算編成方針の中で、予算編成の方針を

見ながら今お尋ねをしようと思っているのですけれども、今年度平成15年度の財源はかなり窮

屈な財源の中で臨時財政対策債、今ご質疑のありました件、それから二つ目は財政調整積立金

の取り崩し、それから町債管理基金の取り崩し、備荒資金からの取り崩しなどで一般会計財源

をバランスシートを保ったと、こういうお話でございますが、臨時財政対策債の話は今質疑が

終わりましたのでいいですけれども、財政調整基金から8,500万円、これは後年度の財政運用

を最小限度にとどめるというようなことでのバランス上からのお話、それから町債管理基金、

これが約7,000万円ほどでしょうか。それから、備荒資金から5,000万円と、こういう財政やり

くりでバランスシートをとったと、こういう町長の財政方針編成の中にありますけれども、私

は今の財源対策債も含めて、それから町債の12億7,000万円、これらの中に６億6,300万円が入

っているとするならば、あとの７億円ぐらいでしょうか、この金についてのいわゆる政策的な

もの、骨格予算とは言いながら見野町長の政策的な予算が多く占められている。これは、住民

要望であるとか住民福祉であるとか、継続的なものであるということはやむを得ないというふ

うに思うのですけれども、これらの財源対策の方法として、財調の取り崩しの8,500万円と、

それから町債管理基金の約7,000万円、備荒資金の5,000万円等についても、この額はともかく

として、後年度の財政運用と財源対策としては基本的にはどういうお考えがまずあるのか、こ

れが第１点でございます。 

 ２点目は、この財政調整基金の積み立てについては決算の半分を積み立てるということに地

方自治法ではなっているようでございますが、この備荒資金のあり方についても私はもっと工

夫がいるのではないかと。5,000万円を取り崩してもあと約２億5,000万円ぐらいあるのでしょ

うか、もっとあるのでしょうか、それらの備荒資金の残高等についてはどのようになっている

のか。それから、町債管理基金の残高についてはどういうふうに後年度への財源対策としてお

考えになっているか、まずこの２点お尋ねをいたしたいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 辻財政課長。 

〇財政課長（辻 昌秀君） まず、15年度当初予算の財源対策の関係ですけれども、予算編成
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方針あるいは予算の概要でもご説明しておりますけれども、経常経費の予算編成の段階で歳入、

特に一般財源等かなり減額になってきていると。町税でいきますと、１億2,300万円ほどの前

年度比較での減、地方交付税についても３億4,100万円の減ということで、こういう地方交付

税の部分を特に穴埋めするものとして先ほどもお話ありました臨時財政対策債、これ前年度の

比較で３億2,900万円の増と。そういうようなものを見込んだ中で、一般財源としては１億4,5

00万円ほど前年度より減額になる見通しを持ったと、そういうような部分でございます。歳出

については、予算の概要でもご説明しましたけれども、いろいろな歳出削減対策あるいは人件

費の部分もございまして、そういうような対策を講じた結果、通常の基金の繰り入れを含めま

して1,800万円ほど経常経費の段階で財源不足になったと。これを補うものとして公債費に7,0

00万円ほど町債管理基金を充当して、まず経常経費を組み立てていったと、そういうような状

況になっております。あと、臨時事業費の方といたしましては、財源的には１億3,500万円ほ

ど必要だというような部分もありまして、それで先ほどのお話の財政調整基金あるいは備荒資

金組合の超過納付金の取り崩しです。そういう部分を行って何とか事業費の財源について講じ

たと、そういうような状況になっております。 

 それで、今回の後年度も含めての財源の考え方といたしましては、基本的には何とか後年度

についてもかなり厳しい財源不足が予想されるという部分で財政調整基金の取り崩しをなるべ

く少なくすると。そういう部分で、町債管理基金あるいは備荒資金組合の納付金の取り崩しを

優先したというようなことで、財政調整基金の取り崩しを8,500万円ほどに抑えたと、そうい

うような状況になっております。 

 あと、２点目の備荒資金あるいは町債管理基金等の残高の見込みということでございますけ

れども、一般会計の予算の概要の説明資料にもちょっと載せてございますけれども、15年度の、

今回それぞれ取り崩しも含めての見通しといたしましては、財政調整基金につきましては４億

7,000万円ほどの残、町債管理基金につきましては、これは14年度の先般の補正予算で繰上償

還に8,450万円を取り崩すと。そういうようなことから、町債管理基金については15年度の7,0

00万円取り崩しするとすれば、約500万円ぐらいの残ということになります。あと、備荒資金

組合の残高ですけれども、14年度末では２億6,700万円ほどございます。その内訳といたしま

しては、普通納付と言われる、いわゆる災害対策の部分です、その部分で9,500万円ぐらい。

あと、超過納付と言われる部分で１億7,000万円ぐらいございますけれども、15年度超過納付

の部分で5,000万円の取り崩しということで、１億2,000万円ぐらいの残高というような見込み

でございます。普通の部分合わせますと、２億1,700万円ぐらいの残高になるのかなと、そう

いうような状況見ております。 

 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） 大体わかりました。それで、私がこういうお尋ねをするのは、平成15

年度の予算編成方針は町長の方針どおりで進めていくわけですけれども、後年度財源対策とい

うものはますます厳しくなる要素を含んでいると、こういうように、私自身そう思うわけです。
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結果として、それはいい方向にいけばいいのですけれども、そういう経済情勢や固定資産評価

替えだとか、あるいは土地保有税の消滅だとか、いろんな悪い要素がある中で後年度財源対策

というのは非常に大事なことだなと、こう思うわけでございます。それで、この後年度におけ

る内容についてのお尋ねをしたわけでございますが、要はこれらの財源対策を考えていって、

同時に歳出の削減といいますか、これがやっぱり白老町におかれる至上命令だなと、そのこと

が今求められてのだろうと、こういうように思うわけでございますが、そういう歳出削減も当

然やるのでしょうけれども、これらの後年度残高備荒資金の２億1,700万円、それから町債管

理基金等も合わせて、そういう財源対策についてのこれからのお考え方が一つと、それから歳

出における最も大事な要素というようなことをお考えであれば、その２点をお尋ねしたいと思

います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 山本助役。 

〇助役（山本 薫君） 今申し上げましたように、ことしの予算当初スタートするに当たって

税収と、それからその他の歳入を含めて１億7,000万円昨年対比不足していました。それから、

ごみと公債費の伸びが約１億3,000万円ありますので、３億円足りなかったと。そこに持って

きて交付税が３億4,000万円足りないわけですから、６億4,000万円不足の状態で、対前年比で

す、このうち財源留保で特交と普通交付税合わせて１億1,100万円見ていますので、差っ引い

ても相当のものが足りなかったという環境の中での予算編成されたところで、臨時財政対策債

を６億4,000万円発行して帳じりを合わせたよというような中身であることは今申し上げたと

おりであります。それで、今全国の自治体で一番危惧されておりますのが財政再建団体に転落

しやしないかと。これは、いろんな情報総合して判断しますと、こんなことが非常に大きくす

べての市町村、自治体が危惧されています。これからの財源確保ということからいけば、何と

いってもやっぱり議会と町民と町が３者が一体になって行財政改革、財政再建を進めていくと

いう強い信念を持ってこの改革に取り組んでいくという姿勢が必要だと。この計画絵にかいた

もちでなくて断行することが唯一残された道ではないかということからいけば、何としてもこ

れはやり遂げなければいかぬということでありますから、限りなく経費の見直し、水、電気、

油含めて既に限界に来ているとはいっても、まだまだ改革の余地はあるかと思います。特に人

件費等も含めてこれはもうやっていかなければならないということですから、この計画の断行

ということを大きく掲げて進めていくべきだということであります。 

 それから、財調については国、道の指導で５億円を超えるといかがなものかという指導もあ

るのですけれども、ほぼ今年度末、15年度末では５億円は確保できる見通しにございます。そ

れから、過去に持っていました財調、基金含めて９億2,000万円、既に金利の高い、利息の高

い縁故債これ繰上償還しています。14年度においても8,000万円返していますから、合わせて1

0億円が利率の高い縁故債の償還に充てていますので、本来であれば20億円ぐらい持っていた

はずなのですけれども、今はそういったことも改革も含めて10億円返して残り10億円だと、そ

のうちの５億円が維持できるよということでありますから、この数字をできるだけ維持できる

ように、さらにまた内部の努力も含めて、前段で申し上げましたような計画も含めて遂行して
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いかなければいけないと、こんなふうに思っております。 

〇委員長（大渕紀夫君） 18番、佐藤委員。 

〇18番（佐藤悦夫君） 18番です。今山本助役から財調の積み立て５億円、最小金額は確保で

きると、こういう力強いお話でございますが、本来ならば10億円前後のお金がこの中にあれば

財政運用についてはそれらの不都合がないのかなと、こう思っていますけれども、そこで政府

が言う三位一体、これがよく言われます。今山本助役が行政、議会、町民とこれも三位一体で

す。こういう面で歳出削減の主なものについては、人件費はありましたけれども、人件費にし

ても職員の皆さんは生活給ですから、大幅なそういう削減なんていうのは難しいのでしょうけ

れども、そういう面でまだまだ歳出において、もちろん議会もそうでしょうし、職員の方々の

この財政難を克服していく白老町の財政財源対策についてはやっぱり三位一体といいますか、

行政も議会も町民もある程度の痛み分けをしながら財政再建をしていく、こういう基本姿勢が

今求められているのかなという私なりの感じているところでございますが、その辺の具体論が

あればお尋ねをしたいと思います。これが第１点です。 

 それから、政府が言う三位一体、これの実現については、町長はいつも三位一体という地方

分権のあり方についてお話をされますが、この辺の三位一体のあり方についてはどのようにお

考えでしょうか。 

 まず、この２点お尋ねします。 

〇委員長（大渕紀夫君） 山本助役。 

〇助役（山本 薫君） 国の方針では、この６月をめどに交付税のあり方と補助金の見直し、

それから税源移譲と、この三位一体ということの方向性が６月に示されるということでありま

したけれども、最近の情報によりますと、まだ何か時期がずれそうだというような情報入って

きています。この中身については、今この場所でこういう方向になるということはちょっと申

し上げれる状況にはないかと思います。我が町にとってこれが有利な方向に働くのか、逆に不

利になっていくのかということすら、まだ状況としてつかみ切っていないと、そういう判断に

至る時期になっていないということでありますから、国の方向性を注視しながら見守っていけ

ればなと、こんなふうに思っています。 

 それから、詳細にわたっては財政課長の方から申し上げますけれども、これから経費を見直

していくということになれば、今一般会計だけの人件費、これ約25億円あるわけですから、こ

のほか特別会計合わせると約30億円近くになる人件費の中身です。これからの計画の断行にか

かってきますけれども、例えば定員で何十％としようと、10％もしくは20％ということになり

ますか、10人いる課であれば９人もしくは８人まで下げると。20人いる課であれば18人、もし

くは十六、七まで下げるよということになれば、これは20％落ちるわけでありますから。それ

と、今北海道で言えば道東の方を中心に相当な勢いで職員の人件費下がってきています。10％

カットなんていうのは、何か新聞の活字見ていますとそんなことが連日活字になっているわけ

でありますから、これも我が町に当てはめてどういう方向性になるのかということも今回の計

画の中できちんとした位置づけをしていかなければないだろうと。平たく申し上げれば、一遍
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にはいきませんけれども、仮に20％定員管理と給与の削減分です。あわせてやるとすれば、30

億円の20％ですから、６億円という、単純にはいきませんけれども、ある程度そういうところ

に視点を当てざるを得ないのかなと、こんな思いでおります。 

〇委員長（大渕紀夫君） 辻財政課長。 

〇財政課長（辻 昌秀君） 財政健全化に向けての歳出削減という、ちょっと具体策の部分の

ご質問でございますけれども、15年度予算での取り組みにつきましては予算の説明の中でご説

明しておりますけれども、歳出削減策、これは施設管理とか、職員の部分では臨時職員とか嘱

託職員、あるいは業務内容の見直し、そういうようないろいろなものの中で１億1,600万円ぐ

らい15年度の部分は歳出削減という部分を出したと。特に正職員の人件費の部分については、

人勧の減額分も含めて１億1,300万円ぐらいと、そういうような取り組みをしておりますけれ

ども、今後16年度以降の部分の考え方ですけれども、昨年12月に作成いたしました財政健全化

指針の中で一応ある程度基本的な考え方というのを整理しておりますけれども、一つは公債費

の貸借ということで、町債発行額を引き続き抑制して元利償還金の抑制に努めるということで

す。あと、人件費の部分については山本助役の方からもお話ありましたけれども、一応行革大

綱に基づく考え方としては職員の10％削減、これは嘱託、臨時職員を含めて総体の10％削減と

いう部分、あと賃金水準の分については先ほど山本助役の方からちょっとお話あったような、

今後の課題というようなことになろうかと思います。あと、事務事業の見直しという部分では、

14年、15年度の予算では約１億1,600万円ぐらいの、そういう歳出削減の部分を取り組みまし

たけれども、16年度の目標額といたしましては１億7,000万円さらに上乗せするような形の取

り組みというような部分を一応目標に掲げております。あと、事業費の財源につきましても事

業財源、以前の水準としては一般財源ベースで３億円という水準でございましたけれども、こ

れを何とか２億5,000万円程度に抑制できないかというような目標を掲げております。また、

あとの歳入の部分につきましては使用料、手数料の見直し、これは受益者負担の原則に基づく

定期的な見直しのほかに減免のあり方の検討、そういうような部分について15年度中には一定

の方針を出さなければならないものと考えております。また、財産売払収入の確保、また17年

度に向けては目的税、または超過税率の検討というような項目も考えておりますので、こうい

う歳出、歳入両面にわたる具体策について今後検討していきたいというふうな考え方でござい

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、これで歳入が終わりました。 

 ここで歳入全般と６ページの第２表、債務負担行為、７ページの第３表、地方債を含め、特

に質疑がありましたら、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10号の質疑を終結いたします。 
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 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） これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第10号 平成15年度白老町一般会計予算、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。 

          〔挙手多数〕 

〇委員長（大渕紀夫君） 賛成多数。 

 よって、議案第10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１１号 平成１５年度白老町国民健康保険事業特別会計 

            予算                    

〇委員長（大渕紀夫君） 議案第11号 平成15年度白老町国民健康保険事業特別会計予算を議

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。別冊の特別会計予算書72ページを

お開きください。 

 質疑に入ります。歳出、72ページから78ページまでの１款総務費全般についてご質疑のござ

います方はどうぞ。ございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） それでは、次に移ります。 

 80ページから88ページまでの第２款保険給付費、３款老人保健拠出金、４款介護納付金、５

款共同事業拠出金全般についてご質疑のございます方はどうぞ。 

 16番、加藤委員。 

〇16番（加藤正恭君） 16番、加藤ですが、質問中にお願いになると思うのですが、２款の保

険給付費、これ課長からいろいろ数字的な説明を実は受けたのですが、これ医療費というのは

ちょいちょい変化します。それで、前年度対比1,000円上がった、千何百円上がったとか下が

った、下がったことはないのだけれども、上がった、掛ける人数とかという、それをでき得れ

ば説明欄に書いていただけないものかと思うのです。課長は、いろいろ数字的に説明されたけ

れども、書く暇がないのです。それあたりもう少し説明欄に丁寧に書いてもらえればありがた

いと思うのだけれども、要望で申しわけないが、その点課長、どうですか。 

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） 要するに算出した根拠を教えてほしいということだと思

いますが、実はことしもこの予算書をつくる段階で議会に事務局長を通して打ち合わせはした

のです。その中で、やはりそうあるべきが望ましいだろうということにはなったのですが、た

またま今回は時間的にとれない部分があったものですから、次年度からそういう方向で考えて

いこうということで申し合わせはしてございますので、ご理解いただきたいと思います。 
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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、次の老保もそれと同じなのです。それで、国保ば

かりではなくて老保の方も一緒に検討していただきたいと。お願いします。 

 答弁要りません。 

〇委員長（大渕紀夫君） 11番、斎藤委員。 

〇11番（斎藤征信君） 私説明のときに欠席してしまったものですから、説明聞いていなかっ

たのかもしれません。どこで聞いていいかちょっとわからないのですが、以前に短期保険証の

交付だとか、それから資格証明書の件数なんかを聞いていたのですけれども、今全国的にすご

くふえているのだということで、前に聞いたときには短期保険証の交付が261世帯で、資格証

明書発行したのが１世帯とかというところまでは聞いていたのですが、その後どんなふうな変

化をしているのか、そのあたりを教えてください。 

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） お答えいたします。 

 短期給付につきましては、たしか12月の議会だったと思いますが、大渕委員長の方から何回

目かの質問の中でそういうお話がございました。それで、短期給付については現在平成14年度

174世帯について交付いたしてございます。資格証明については、２世帯に交付する予定では

あるのですが、実際としては住民票があるのだけれども、本人が白老にはいないというような

形で交付ができない状況になってございます。また、ちなみに全国的に申しますと、資格証明

はたしか全国26万世帯ほど交付されておりますので、12年度義務化になってから急激に資格証

明、いわゆる数年にわたって税を納めていないという方に対しては交付するような状況になっ

ております。白老町についてもこれだけ厳しい状況になってきますと、やはり将来には資格証

明等の交付も必要になってくるだろうということは事務当局としては考えております。 

 以上でございます。 

〇委員長（大渕紀夫君） 11番、斎藤委員。 

〇11番（斎藤征信君） 短期保険証の交付147世帯とおっしゃいましたか。 

          〔「174」と呼ぶ者あり〕 

〇11番（斎藤征信君） 174、その前に聞いたときに261世帯ばかりあったというふうには。と

いうことは、この中身というのは３カ月、６カ月の発行がありますね。その割合というのもひ

とつおしえてください。 

 それから、数が減ったのですか、これ。そのあたりはどうでしょう。 

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） 二百六十何世帯というのは、短期給付ですね。ちょっと

私自身の数字の中には入っていないのですが。その前の年もたしかこれよりちょっと少ないよ

うな状況ではなかったかと。平成13年でしょうか、という形で二百六十数件という形にはなっ

ていないというふうに思っていましたが。 

 それから、３カ月、６カ月の内訳ですが、174のうち３カ月の方がたしか２割程度、あとの
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８割６カ月と。基本的には、面談する機会をできるだけ多くしたいということにはなっていま

すが、納付といいましょうか、どのぐらいの期間納めていないかということで３カ月、６カ月

というような区分をさせていただい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） 11番、斎藤委員。 

〇11番（斎藤征信君） わかりました。先ほど全国の例も出されたのですが、確かに私も押さ

えていたのは短期保険証が全国的に78万、資格証明発行が22万というふうな、そんなような世

帯で聞いていたのですけれども、すごい勢いでこれ生活状況が悪くなって、そして国保加入者

がふえて状況が悪くなっているということで、何とか資格証明発行を抑えると。資格証明書命

にかかわる問題なので、何とかこれを発行を抑えたいというのが国民の願いだろうというふう

には思うのですが、白老でも幸い今のところはまだ抑えられているということでほっとするの

ですが、これから先そういうふうなものがふえていくという、そのことについて何か対策があ

るかどうか、そのあたりありましたら、教えてください。 

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） まず一つ確認しておきたいのですが、資格証明を発行す

るということで病院は行けないということではございません、病院には行くわけでございます

から。行った場合、たまたま負担していただくの10割負担していただきますよと。それを税金

で賄って、要するに税の方にお支払いしていただくか、本人がふだん払わないでおいて病院に

行って10割負担するか、この違いだけでございます。基本的に命にかかわる話でございますが、

病院に行くということを拒否するものではございません。まず、その辺だけは確認しておきた

いというふうに思います。基本的には、資格証明は皆さんで相互で助け合うといいましょうか、

お互いに苦しい中で、その苦しい中から保険税を払っていただいて、皆さん助け合うという精

神で国保税というのは成り立っているわけですから、払わなくていいということにはならない

わけでございます。もちろん払えない方もいらっしゃるでしょうし、しばしば話題になります

払えないではなくて払わないという方もいらっしゃるわけですから、その払わない方にはやっ

ぱり厳しく対処すると。先ほど税務課長も言いましたが、やっぱりそういう姿勢が必要なのだ

ろうと。要するに払わないで得をする、得をすると言ったら言葉悪いですが、それで済まそう

という考え方自体は国民としてあるまじき行為であろうというふうに思うわけですから、やは

り払ってもらえるというような形の環境づくりは必要だろうというふうには思っております。 

          〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） 歳入歳出全般でございますので。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、90ページから98ページまでの６款保健施設費、７款基金

積立金、８款公債費、９款諸支出金、10款予備費全般について質疑がございます方はどうぞ。 

 11番、斎藤委員。 

〇11番（斎藤征信君） 93ページの積立金なのですが、私の認識が違っているのだったら、教

えてほしいのですが、市町村の積立金の国保の基金等の保有額といいますか、全国的には4,90
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0億円ぐらいあるのだと、2000年で。そんなふうな数字を見ているのですが、白老の場合には

何にもないですよね。ということは、全国の例ではその積立金をもとにしながら国保税を１万

円下げたとか、何とかそういうような工夫をしているのだというような話もあったのですが、

白老の場合何もないというのは、1,000円しかないわけです。ということは、これどういう、

何か事情があるのですか。 

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） 白老町の一つの特色なのでしょうか、納税意識が非常に

低いということで、例えば医療機関のバランスで収入が多くあったと。それが基金に動くわけ

ですが、そういうことが創設以来白老町の場合はほとんどないと。要するにいつも赤字、ある

いはぎりぎりセーフというような状況が続いているために、たしか今は724円だったでしょう

か、基金の残高が。もちろん今この時代ですから、普通預金の利息もつきませんし、常にそれ

が10年来以上動かないという状況なわけでございます。したがいまして、4,900億円という全

国的な残高ですか、非常にうらやましい限りなのですけれども、白老町はその例には該当しな

い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。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） なければ、歳入に入ります。 

 48ページから68ページまでの歳入全般についてご質疑のございます方はどうぞ。 

 11番、斎藤委員。 

〇11番（斎藤征信君） あと一つだけ聞いておきたいと思うのですが、収納率との関係で90％

を切ると５％のペナルティーが科せられる、18％を切ると７％のペナルティーが科せられると

いうことで、今まで平成12年あたりからですか、ずっと90を切っている状況がありますよね。

ということになれば、白老としてこのペナルティーでカットされている交付金、それがどのく

らいあるのかお聞かせください。 

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） ちょっと資料探せばすぐ数字はぴたっと出ますが、記憶

の中でお話ししますと大体年間2,200万円ぐらい。これが例年率的には、90％いかない状況が

続いてございますので、大体2,000万円から二千二、三百万円というのが、本来国からもらえ

るお金がカットされているということになるわけでございます。 

 以上でございます。 

〇委員長（大渕紀夫君） 11番、斎藤委員。 

〇11番（斎藤征信君） 90％切ったのは、平成９年ぐらいからずっと切っているのですか。こ

れらの制度上、今のような国民の生活状況の中で、本当に先ほども払わない悪質もあるのだと

いう話はあったのですけれども、払えない部分というのはかなり多くなってきているというこ

とになれば、このカット分というのは何とかカットされないように、これはもう国がそういう

ペナルティーをかけてくること自体が制度上の不備なのだろうと思うのです。国が一切金を出
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さないための方策なので、これを何とか自治体としてはね返せる見通しというのは、今ずっと

下がっているとすれば、はね返せる見通しというのが立たないでしょうか。 

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） 国の方の文書見ますと、保険者、要するにここの場合は

自治体になりますが、不当に収納しなかったという文章に書かさってございます。ですから、

収納に一生懸命努力をしたとしても、それが結果としてあらわれてこないという場合には不当

に収納しなかったという言葉の表現をされてございます。したがいまして、我々の方としては

とにかく収納率をいかに上げるかと。それによってカット率をいかに小さくするかというしか

手法が今のところはないのかなと。基本的には、国の方でそういう方針を決めているわけです

から、それが我々にとって満足のいく、いかないという議論は、当然できる話ではございませ

んので、収納率を上げてカットの金額を小さくするという方法しか今のところは見当たらない

のかなという感じはいたしてございます。 

 以上でございます。 

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） これで歳入が終わりました。 

 ここで歳入歳出全般について、特に質疑漏れの方がおられましたら、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11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。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第11号 平成15年度白老町国民健康保険事業特別会計予算、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11号は、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 

                                           

    ◎議案第１２号 平成１５年度白老町老人保健特別会計予算  

〇委員長（大渕紀夫君） 議案第12号 平成15年度白老町老人保健特別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。予算書120ページをお開きくださ

い。 
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 質疑に入ります。120ページから128ページまでの歳出全般についてご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〕 

〇委員長（大渕紀夫君） なければ、歳出を終わります。 

 次に、歳入に入ります。 

 106ページから116ページまでの歳入全般について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） 歳入が終わりました。 

 ここで歳入歳出全般について、特に質疑漏れの方がおられましたら、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12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。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決をいたします。 

 議案第12号 平成15年度白老町老人保健特別会計予算、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12号は、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 

                                           

    ◎議案第１３号 平成１５年度白老町公共下水道事業特別会計  

            予算                   

〇委員長（大渕紀夫君） 議案第13号 平成15年度白老町公共下水道事業特別会計予算を議題

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。予算書152ページをお開きくださ

い。 

 質疑に入ります。歳出、152ページから162ページまでの１款公共下水道事業費全般について

ご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〕 

〇委員長（大渕紀夫君） それでは、164ページから181ページまでの２款公債費、３款予備費

及び給与費明細書、地方債現在高見込額調書、債務負担行為に関する調書についてご質疑のご

ざいます方はどうぞ。ございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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〇委員長（大渕紀夫君） 次に、歳入に入ります。 

 136ページから148ページまでの歳入全般についてご質疑のございます方はどうぞ。 

          〔「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、歳入が終わりました。 

 ここで歳入歳出全般について、特に質疑漏れの方がおられましたら、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13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13号 平成15年度白老町公共下水道事業特別会計予算、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13号は、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 

                                           

    ◎議案第１４号 平成１５年度白老町学校給食特別会計予算  

〇委員長（大渕紀夫君） 議案第14号 平成15年度白老町学校給食特別会計予算を議題に供し

ます。 

 予算書188ページをお開きください。 

 188ページから196ページまでの歳入歳出全般について質疑に入ります。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〕 

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14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14号 平成15年度白老町学校給食特別会計予算、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14号は、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 
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    ◎議案第１５号 平成１５年度白老町工業団地造成事業特別会計 

            予算                    

〇委員長（大渕紀夫君） 議案第15号 平成15年度白老町工業団地造成事業特別会計予算を議

題に供します。 

 予算書204ページをお開きください。 

 204ページから220ページまでの歳入歳出全般について質疑に入ります。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〕 

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15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。 

 採決をいたします。 

 議案第15号 平成15年度白老町工業団地造成事業特別会計予算、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15号は、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 

                                           

    ◎議案第１６号 平成１５年度白老町臨海部土地造成事業特別  

            会計予算                 

〇委員長（大渕紀夫君） 議案第16号 平成15年度白老町臨海部土地造成事業特別会計予算を

議題に供します。 

 予算書226ページをお開きください。 

 226ページから246ページまでの歳入歳出全般について質疑に入ります。質疑のございます方

はどうぞ。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16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。 

 採決をいたします。 

 議案第16号 平成15年度白老町臨海部土地造成事業特別会計予算、原案のとおり決定するこ
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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16号は、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 

                                           

    ◎議案第１７号 平成１５年度白老町港湾機能施設整備事業特別 

            会計予算                  

〇委員長（大渕紀夫君） 議案第17号 平成15年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計予算

を議題に供します。 

 予算書252ページをお開きください。 

 252ページから272ページまでの歳入歳出全般について質疑に入ります。質疑のございます方

はどうぞ。 

 11番、斎藤委員。 

〇11番（斎藤征信君） 253ページの上屋の使用状況の件なのですが、これを返済していくの

に100％ずっと続けていかなければならぬという、そういう計画のもとやってきたはずなので

すが、上屋がどんなような利用状況になっているのか、そのあたりをお聞かせください。 

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） 上屋の使用状況でございますけれども、現在大昭和製紙が1,600

平方メートル、それから大昭和ロジスティックスが1,600平方メートル、合わせまして3,200平

方メートルを使用しております。これ全面積をお貸ししておりまして、４月から３月31日まで

全面積を貸しましたので、歳入予定どおり入っております。それから、平成15年度につきまし

ては今日本製紙の方から1,600平方メートル、旭新運輸白老支店になります予定のところから1,

600平方メートル、４月から来年の３月31日まで全面積貸してほしいというお話があります。 

 以上でございます。 

〇委員長（大渕紀夫君） 11番、斎藤委員。 

〇11番（斎藤征信君） 大昭和関連で大体100％使っているというお話でした。当初の計画で9

0％、あとの残りの10％をほかのところで使うという、そういう予定でいたのですよね。大昭

和以外の利用というのはあるのかないのか、そのあたりはどうなっていますか。 

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） 公共施設ですので、全面積ですとちょっと問題ありますので、大

昭和製紙に貸すときに90％ほどは貸しますけれども、残り10％ほどはほかの利用者があった場

合返していただいて、その部分を貸すということで使用許可条件として貸し付けしております

けれども、今のところほかの大昭和関連以外の企業から貸してほしいという要望はございませ

ん。 

 以上でございます。 

〇委員長（大渕紀夫君） ほか。質疑ございませんね。 
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          〔「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17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。 

 採決をいたします。 

 議案第17号 平成15年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計予算、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17号は、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 

                                           

    ◎議案第１８号 平成１５年度白老町墓園造成事業特別会計予算 

〇委員長（大渕紀夫君） 議案第18号 平成15年度白老町墓園造成事業特別会計予算を議題に

供します。 

 予算書278ページをお開きください。 

 278ページから294ページまでの歳入歳出全般について質疑に入ります。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〕 

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18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18号 平成15年度白老町墓園造成事業特別会計予算、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18号は、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 

                                           

    ◎議案第１９号 平成１５年度白老町介護保険事業特別会計予算 

〇委員長（大渕紀夫君） 議案第19号 平成15年度白老町介護保険事業特別会計予算を議題に

供します。 

 予算書300ページをお開きください。 
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 300ページから334ページまでの歳入歳出全般について質疑に入ります。質疑のございます方

はどうぞ。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19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。 

 採決をいたします。 

 議案第19号 平成15年度白老町介護保険事業特別会計予算、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19号は、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 

                                           

    ◎議案第２０号 平成１５年度白老町立特別養護老人ホーム事業 

            特別会計予算                

〇委員長（大渕紀夫君） 議案第20号 平成15年度白老町立特別養護老人ホーム事業特別会計

予算を議題に供します。 

 予算書342ページをお開きください。 

 342ページから376ページまでの歳入歳出全般について質疑に入ります。質疑のございます方

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、359ページ、12節役務費の手数料86万8,000円です

が、これは議案第７号で18万円ぐらい計上されて、そのときの説明では臨時寮母あっせん手数

料というふうな説明を受けたのですが、それだろうと思うのですが、ちょっと内容的にお聞き

したいのは、これは１人幾らになるのか、それとも収入に対するパーセント、例えば10％とか、

そういう支払いをするのか、それからこういうあっせんという会社が何社かあると思うのです

けれども、そういう選び方というのはどういうふうにしておられるのか、その点について伺い

たいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 廣田寿幸園園長。 

〇寿幸園長（廣田敏弘） 臨時寮母の紹介手数料の件ですが、これは通常臨時の方をお願いす

る場合は１日平常勤務といいますか、のときは6,980円をお支払いしてございます。例えばこ

の方人材派遣から登用した場合は、単価的には全く同じなのですが、この中に手数料も含まれ

て6,900円お払いします。ですから、そのうちの手数料はその会社にお支払いするのは10.2％

です。ですから、計算しますと本人が6,200円、それから会社の方に780円が支払われる、こう
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いう仕組みになっておりますから、トータルでは同じ額をお支払いする、こういうことです。

それから、何社かあるということですが、今私どもお願いしているところは１社でございます

けれども、特に団体としてほかにはケアを専門に支援していただくところはございません。 

 以上でございます。 

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、6,980円というただいまの説明は、紹介手数料10.

2％を含んだ金額だと、こういうことですね。ところが、86万8,000円というのは臨時にしては、

臨時という名前が入るとこんなにかかるものかどうかちょっと私不思議に思うのだけれども、

１日に10.2ということになると、30日の計算になりますか。随分手数料を払うような気がする

のだけれども、こんなにかかるものかなと思って不思議に思っているのですけれども、もう少

し詳細に説明してください。 

〇委員長（大渕紀夫君） 廣田寿幸園園長。 

〇寿幸園長（廣田敏弘君） 今のところ１日分です。それで、今この予算計上していますのは

産休代替ということで長期間雇用することになります。それと、もう一つは、単発的にといい

ましょうか、職員の長期休暇だとか、あるいは中での寮母の欠員した場合にお願いするという

ことですから、日数的にはかなりの日数になります。そういうことで、額的にはこの額になる

と、こういうことです。 

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20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20号 平成15年度白老町立特別養護老人ホーム事業特別会計予算、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20号は、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 

 暫時休憩をいたします。 

          休憩 午後 ２時１５分 

                                           

          再開 午後 ２時３０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。 
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    ◎議案第２１号 平成１５年度白老町水道事業会計予算  

〇委員長（大渕紀夫君） 水道会計予算に入る前に、山本課長より正誤表といいましょうか、

若干記載ミスがあったようですので、ご説明を願います。 

 山本水道課長。 

〇水道課長（山本淳一君） 大変申しわけございません。12ページの損益計算書の中の一番下、

特別損失で数字的な誤りがございます。全面的に正誤表お手元に行っていると思いますので、

訂正を願いたいと思います。 

 申しわけございませんでした。 

〇委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますね。 

          〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） それでは、議案第21号 平成15年度白老町水道事業会計予算を議題

に供します。 

 別冊予算書19ページをお開きください。 

 最初に、収益的支出から質疑に入ります。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〕 

〇委員長（大渕紀夫君） 次に、収益的収入、18ページをお開きください。 

 質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。ございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） 次に、資本的支出、27ページをお開きください。 

 質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。 

 16番、加藤委員。 

〇16番（加藤正恭君） 16番、加藤ですが、27ページ、２項の水源調査費、１目の水源調査費、

15節委託料336万円、これは去年からですか、14年から16年までの３年間、各年度３年間で水

源調査をするということの計画ですが、これは恐らくコンサルに委託しているのだろうと思う

のですが、どこのどういうコンサルなのかということが一つ目の質問ですが、それからもう一

つは、これが３年終わらなければ結果が出ないということになるのか、それとも今年度終わっ

た時点である程度まとめて中間報告的なものをして、担当する委員会、またそういう現地調査

などして、まとめる前にそういう予備的な調査をすべきだと私は思うのですが、今年度15年度

終わった時点である程度まとめて中間報告すべきだと思うのですけれども、そのような考え方

についてはいかがでございますか。それだけです。 

〇委員長（大渕紀夫君） 山本水道課長。 

〇水道課長（山本淳一君） 水源調査のことでございますけれども、まず札幌のコンサルタン

トで冨洋設計が担当しております。それで、３カ年で昨年からこの調査をさせていただいてお

りますけれども、この調査につきましては毎年その都度成果をいただいて、さらにどういった

方法がいいのか検討をしながら、また新年度に臨んでいるというような状況でおります。そこ

で、このメップ川の上流２地点を今水量調査しておりますけれども、大体昨年の調査で１地点
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で5,000立方メートル、それともう一つの方で8,000立方メートル、こういった平均的な流出が

あるということで調査報告の中であります。さらに、今ご承知のとおり下流の方で国の方とサ

ケ、マスの関係で取水しておりますので、どの程度の水が確保できるのか、これは最終年度も

う一年ありますので、16年度調査してからでなければ最終的な判断はできないということで、

今回が２年目の調査ということになっております。 

〇16番（加藤正恭君） 現地調査の件については。担当委員会とかなんとか…… 

〇水道課長（山本淳一君） 申しわけございません。現地につきましては、我々担当の者も一

緒に随行して、さらにその近辺に水が流出されていないのかどうか、そういったものも含めて

一緒に行っております。 

          〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇水道課長（山本淳一君） 申しわけございません。中間的な報告につきましては、今年度中

になりますので、選挙終わって６月ころがいいのかなということで、そのころになりますと初

年度の成果もきちっと出てきますので、そのころに議会の方とご相談してそういった調査物の

報告をしたい、こう思っております。 

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） 次に、資本的収入、26ページをお開きください。 

 質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） 全般について、特に質疑漏れの方がおりましたら、どうぞご質疑を

してください。ありませんね。 

          〔「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21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。 

 採決をいたします。 

 議案第21号 平成15年度白老町水道事業会計予算、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21号は、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 

                                           

    ◎議案第２２号 平成１５年度白老町立国民健康保険病院事業  

            会計予算                 
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〇委員長（大渕紀夫君） 議案第22号 平成15年度白老町立国民健康保険病院事業会計予算を

議題に供します。 

 別冊20ページをお開きください。 

 収益的支出から質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。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） 次に、収益的収入、18ページをお開きください。 

 質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） ございませんようですので、次に資本的収入及び支出、31ページを

お開きください。 

 収入、支出、両方質疑に入ります。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〕 

〇委員長（大渕紀夫君） 全般について、特に質疑漏れの方がありましたら、どうぞ。ござい

ませんね。 

          〔「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。 

 これをもって議案第22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。 

 採決をいたします。 

 議案第22号 平成15年度白老町立国民健康保険病院事業会計予算、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22号は、原案のとおり可決すべきものと決定をいたします。 

                                           

    ◎審査結果報告書作成の議決 

〇委員長（大渕紀夫君） 以上をもちまして、本委員会に付託されたすべての議案の審査を終

了いたしました。 

 なお、本委員会の審査結果報告書の作成については、これを委員長、副委員長に一任してい

ただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

          〔「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。 

 それでは、そのように取り扱いをさせていただきます。 
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    ◎閉会の宣告 

〇委員長（大渕紀夫君） これをもって予算等審査特別委員会を閉会いたします。 

                                （午後 ２時４１分） 

 


