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    平成１６年白老町産業建設常任委員会会議録  

 

平成１６年８月４日（水曜日） 

   開  会  午前 １０時００分  

   閉  会  午後 １２時 ２分 

 

○出席委員（７名） 

委員長  加 藤 正 恭 君     副委員長 山 本 浩 平 君 

委 員  小 西 秀 延 君          宗 像   脩 君 

大 渕 紀 夫 君          中 出   正 君 
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書      記       浦 木   学 君 
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    ◎開会の宣告  

○ 委員長（加藤正恭君）  皆さん、おはようございます。 

 ただ今から、土木行政の現状と課題についてということで、産業建設常任委員会の事務調査

を再開致したいと思います。 

 それでは、先の委員会で下水道課に資料等を提出してもらうということで、お願いをしてあ

りました。３、４日前から、私どもの方に届いております。ひととおり、皆さん、目を通して

おられるとは思いますけれども、この提出された資料に基づいて課長の方に説明を求めたいと

思います。お願いします。 

 はい、佐久間課長、どうぞ。 

○下水道課長（佐久間輝男君） それでは、先に配布してございます資料に基づいて、簡単に

説明を致したいと思います。 

 まず、決算状況と言いますか、それらについての数字を求められましたけれども、下の※に

ありますように、財政改革プログラムでもって、１９年度までの推計がございますので、決算

状況と、それから１９年度までの推計を、対策型で示してございます。１１年度から赤字の決

算をしてございますので、一応、１１年度から１５年度まで、１５年度については決算見込と

いう数字が記載してございますけれども、これについては決算が終わっている状況でございま

す。確定と言う数字になってございます。それで、少し時間を頂いてこの表を作ったわけです

が、実は、皆さん、もうご承知だと思いますけれども、私どもの方も決算統計をやります。一

般会計と同様に決算統計をやりますので、その決算統計で、使っていた並べ方、性質別でもっ

て並べていくわけですが、それでもって資料を作ってございましたので、それをわかりやすい

ように、こういう科目ですね、歳入、歳出と、こういうふうになっています。この科目に置き

換えて作ったのが、この表でございます。 

 それで、分担金負担金と、歳入ですが、ありますが、これについては、受益者負担金でござ

います。それ以外はありません。大体、少しずつ下がっていくかなというような状況でござい

ます。これについては、現在やっているのが、１２間の奥、公共ではなくて、特環でやってい

る地区が多くなってきておりますので、どうしても民家のはりつきがまばらだということから、

受益者負担と言いますか、やる量が少ないと言いますか、そういうような面整備の量が少ない

と言うことで、受益者負担については、下がっていくような、あるいは横ばい状態になってい

くような状況でございます。 

 それから、使用料手数料については、少しずつ上がっては来ています。既に下水が面整備さ

れている所についても、私ども、営業活動をやっておりまして、下水道につないでいない所に

ついては、積極的にＰＲしているというようなこともあって、使用料については上がってきて

はいます。ただ、１６年度までは、だいたいこのくらいの伸びになっていくだろうなというこ

とでもってやってございます。また、１６年度については予算も計上してございますので、だ

いたい、１６年度の見込みで 32,000 万円前後と、予算よりも若干下回るかなという見込みにな
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ってございます。それで、１７年度になって、前回使用料を値上げしたのが１３年度です。そ

れで、４年に一度ぐらいは使用料の見直しを行った方が良いというような審議会の話もござい

ますので、一応、１７年度については、１０％程度、１６年度に比較して１０％程度、値上げ

を見込んでいる状況でございます。 

 続いて、国庫支出金ですが、これはご承知のように事業量が減ってきていますので、国庫支

出金については下がってきているという状況です。それで、ほとんど面整備については国庫補

助事業で行う分については終了していますので、今、国庫補助をもらっている所については処

理場の事業、これをもって国庫補助をもらっているのが多いという状況です。面整備でももら

っていますけれども、そういう状況でございます。１７年度以降については別の事業が入って

きますので、若干多くなってくるだろうということを見込んでおります。 

 それから、財産収入については、これは、下水道として、住宅を持っていますので、職員住

宅の使用料でございます。 

 それから、繰入金になりますが、これについては、一般会計からの繰り入れでございます。

一般会計から繰入金をもらう時には、繰り入れ基準と言う制度がございまして、これに基づい

て繰入金をもらっているわけでございます。その内訳が記載してございます。雨水処理分、そ

れから水洗便所等普及費、それから不明水処理費、高資本費対策費、臨時財政特例債等、その

他元利償還、それから、基準外ですけれども、し尿処理費というのは、汲み取りのし尿ですね。

これは下水道会計で処理するものではないのですが、当然、処理場で一緒に処理をしています

ので、一般会計からもらうようにしてございます。それで、資本費充当分と、こういうことで

す。上から申し上げますと、繰入金についても、１０年度までについては、繰り入れ基準にこ

だわらず、下水道会計の不足分を一般会計からすべて負担していただいていましたので、赤字

という決算は行われないで済んできました。１１年度からは、4,330 万円ですか、一番下のほ

うから４番目、収支というのがあります。これが単年度でございます。この 4,330 万円と言う

のが、一般会計から負担をしていただけなかったために赤字になったということになります。

11 年度では、524,418 千円というふうになりますが、１６年度では、今年の予算ですが、560,847

千円ということになります。それで、雨水処理費と言うのは、白老地区については一部合流管

もございますし、また、白老地区以外でも雨水管を敷いておりますので、当然、処理場には雨

水が入って来ます。通常、今の考え方と言うのは、雨水については公費負担と、それから汚水

については私費負担と言いますか、使用料で賄うという考え方が一般的であります。従って雨

水処理分については、一般会計から頂いていると言うことになります。それから、水洗便所等

の普及費と言うことで頂いています。これは、そのとおりです。それから、高資本費対策経費

というのがあります。これについては、資本費というのは、汚水にかかる元利償還分、これを

資本費と言います。それで、高資本費というのは、全国平均よりも、簡単に言いますと高い数

字ですよと、ですから借入額が大きいですよと言うことになります。これを高資本費と言いま

す。こういった経費でもって繰り入れをしていただいております。臨時財政特例債と言うのは、

これは一般会計でも出てきますのでご承知だと思います。それ以外の元利償還金と、これが大
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きいわけですが、こういうような、いわゆる起債でもって、起債の分にかかる繰入金、これが、

大きな繰り入れの要素になっております。それから、基準外というのは先程説明を致しました。 

 それから、繰越金と言うのは、実質出ていますけれども、決算状況でも出てきますけれども、

これはほとんど繰越明許分の繰越一般財源、これが繰越金になっております。 

 諸収入については、これは水洗化の資金を銀行に預託しています。それが主なものでありま

す。水洗化の貸付金がありますね、それの銀行に預託する分のお金、これがほとんどのものに

なります。 

 それから、町債。これについては、当該年度で発行する起債でございます。こういうような

状況になっています。 

 歳出ですが、これについてはそんなに説明は詳しくいらないと思いますけれども、総務費に

ついては、ほとんどが人件費でございますし、使用料の徴収については、水道課の方に委託し

ています。その委託料が大きなものになります。人件費の他にですね。 

 それから、維持管理経費については、処理場、それから下水管、これらの維持管理経費であ

ります。維持管理経費の中で大きいものは、毎年、特に栄町ですとか末広ですとか、その地区

の地盤が悪いために、地盤が沈下しているような状況があります。これが、結局、管がつぶれ

てしまったり、あるいは、管が流れるような勾配にならない、逆に管も沈んでしまうというよ

うな所が出てきています。それらを直す経費が大きなものでございます。それで、今回、１６

年度も補正をいたしましたけれども、マンホールポンプですとか、そういうものが壊れて修理

ですか、こういうものも維持管理経費の中に含まれております。 

 それから、処理場の管理経費。これについては、処理場は現在全面委託をしています。運転

業務ですね。その経費と、それから、汚泥処理費、それから薬品管理、電気料、水道料、そう

いった経費を含めての経費であります。 

 下水道施設費というのは、これは、処理場ですとか管の面整備の建設費であります。すべて

がそういうものであります。そのうち人件費が若干あります。補助対象、あるいは起債対象に

なる人件費をここで見込んでございます。 

 それから公債費。これについては、元利償還分でございまして、１７年度がピークでありま

す。799,647 千円ということで、これがピークになります。それ以降は下がっていきますけれ

ども、下がり方が鈍いと言いますか、若干程度ということで、これが大きくのしかかっており

ます。まあ、極端な言い方をすると、下水道会計の約半分を、この元利償還分があるというこ

とでございます。それで、元金分と利息分を分けて記載してあります。 

 予備費、それから繰上充用金。繰上充用金については今年の議会でも説明しておりますので、

これは省略します。 

 ということで、一応、雑駁ではありますけれども説明を終わりますけれども、今、現在、356

百万円程度の赤字になってございます。それで、この赤字の解消に向けては、やはり、長期に

わたって考えていかなければならないのかなということで、考えてございますし、またきちん

と整理をしなければならないだろうというふうに思っています。その対策をきちんと整理しな
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ければならないだろうというふうに思っております。今、現在、今年からですけれども、赤字

解消分ということで、一般会計からも５千万円の繰り入れを頂いてございます。ただ、どうし

ても、面整備、あるいは処理場でもって、それだけでも赤字になるというようなことの会計で

すので、この事業量を下げていかなければならないだろうということで、起債の発行額で４億

円程度ということで、歳入の町債の欄を見ていただければと思いますが、１６年度では４億７

千万円になっています。これは、当初予算でも説明しましたけれども、１億円の資本費平準化

債というのが１６年度から許可されることになりましたので、この１億円を見込んでいます。

ですから、実質、事業に使うのは、３億７千万円の起債というふうに考えています。これを４

億程度にシミュレーションの結果、持って行かなければ、今後大変な状況になっていくと。し

たがって、１７年度、１８年度、全部４億円程度になっています。それで、この平準化債が、

１７年度以降どういうふうになるかわかりません、今、現在。来年も引き続いて、この平準化

債が許可されるのか、その辺が明確でないものですから、これは見込んでいません。まあ、そ

ういうような状況でございます。いずれにいたしましても、そういう基本的な考え方の中で、

下水道事業についても整備をしていかなければならないだろうというふうに考えてございます。

簡単ではございますけれども、説明を終わらせていただきます。 

○委員長（加藤正恭君） 佐久間課長から、この、配布された、下水道事業特別会計について

の説明が終わりました。各委員さんから、この資料に基づいた質疑を得たいとおもいます。質

疑のある方はどうぞ。 

 はい、大渕委員、どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君）  さっき言った、５千万円の赤字対応の繰入金は、１７、１８、１９年

度の町の繰入金の中に入っているのですか。この予定の中には。 

○下水道課長（佐久間輝男君） ５千万円、入っています。 

○委員（大渕紀夫君）  １７、１８、１９にも入っているんだね。このシミュレーションの中

にはね。 

○下水道課長（佐久間輝男君） そうです。 

○委員（大渕紀夫君）  これを見ると、やはり、かなり、今、課長が言われたように財政的に

大変な状況だよね。例えば、これ、業者さんもいらっしゃるから変なことは言えないんだけど、

ざっくばらんに言えば、やはり、４億円の起債に抑えて事業を行うというふうになっているん

だけれども、それでもこれ、かなり大変な状況で、繰上充用が２０年度では６６千万円になる

んだよね。約１億円ずつ増えているという感じだよね。そうすると、５千万円の繰り入れでは

全然間に合わない格好になってくるよね、どんどんどんどんね。それで、赤字対応策というの

を考えなければいけないということなんだけれども、現実問題としてみたら、面整備をもうち

ょっとゆっくりさせて、そして、早く一定の線で切っちゃって、合併浄化槽なら合併浄化槽の

範囲をきちんと決めるというような政策的な処置を取らないと、ちょっとこれでも大変ではな

いかなという気がするんだけど、そこら辺、そういう政策的なことが、準備されていると言う

ことは聞いているんだけど、それで、さっきちょっと事前に話した、白老町の合流式を分流式
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にするとなると、ちょっとこれの中に、この工事費の中に分流式の分が入っているとしたなら

ば、メイン整備はもっと極端に下がるよね。仕事の部は。面整備の部分でできますよね。重要

な部分。そうなると、よほど思い切った政策を、あっと驚くぐらいの政策を取らないと間に合

わないんじゃないかと思うんだけど、どうですかね。 

○下水道課長（佐久間輝男君） 全く、そのとおりだと思います。それらについては、まだ理

事者と最終的な詰は行っていませんので、下水道課の一つの考え方ということでとらえていた

だきたいと思うんですが、大渕議員がおっしゃったように、全くそのとおりだと思っています。

まず、細かくお話しますと、今、竹浦のクラウン団地ですね、これが、来年やればだいたい終

わっちゃうんですよ。ですから、こ れは最後までやっちゃうというふうに思っています。あと、

虎杖浜地区ですね、これは、用地問題が絡んでいまして、ちょっと下水道を敷けないような状

況。それで、きちんとその処理をして、地元でも処理をしていただければやっていかなければ

ならないだろうと思います。ただ、そんなにスピードをかけてやれるような状況で無いよとい

うことです。それから、北吉原ですか、柏洋団地。これは、補助事業については全部終わっち

ゃっているんですよ。それで、ずっと奥に入っていって、山のてっぺんありますよね。あれま

でも補助の管がもう入っちゃっているんですよ。これをどうしようかという問題がありまして、

あと、単費でやっていかなければならないと。これを思い切ってどこかで線を引いてやめるか

ということで考えると、補助を返還しなければならないと、こういう話につながってくるだろ

うと。まず、まちがいなくそういう話につながってくるだろうと、こういうふうに捉えていま

す。あとは、バーデン、ゆうかりですね、それから太平洋。これは、バーデンまでカバーする

だけの本管は、もう行っちゃってるんです。これは補助事業で行っているんです。バーデンは

なんとか勘弁してよと、こういう苦しいものですから、そういう話を道に持ち上げた時に、こ

れはなんとか下の方で使えますからね、補助の管を使えますので、これはなんとか勘弁しても

らえるのではないだろうかということで、これはやめられないかと。それから、太平洋は、全

く、今、手をつけていませんので、これはもう、なんとか我慢してもらえないだろうかという

ふうに考えていますね。それから、事業認可をもらっている所では、石山の、旭化成団地です

とか岩倉団地、そちらの方は、事業認可をもらっていますけれども、これはちょっとやれるよ

うな状況でないだろうと、こういうふうに考えています。仮にやっても、全体ですね、全体や

っても、相当スピードを緩めないと、こっちの会計が全然持たないだろうと。ですから、そう

いうことを町民の皆さんによく理解をしていただきたいと、きちんと我々も出て説明をして、

なんとか理解してもらえないかなと、こういうふうに考えているところです。それで、困って

いるのは、やはり、柏洋団地。バーデンとか太平洋とか、これは補助事業とかそういう絡みで

もって、思い切ってやめたいと、こうなるんですけど、同じ団地なわけですね。旧宅造法に基

づいて開発された温泉団地なわけですよ。同じ条件のわけですから、柏洋をやって他の団地を

やれない、ここに、ものすごい町民感情としては矛盾を感じるだろうと。これはよくわかりま

す。よくわかるんだけれども、今申し上げたようなことがあって、やめられるとしたら今の所。

だけど、柏洋はやめられないだろうなと、補助金を返還せよという話につながってくるだろう
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なと、こんなふうに思っています。それで、ただやめるではなくて、やはり課題になっていま

す合併浄化槽を立ち上げて、合併浄化槽に対して補助制度もきちんと作った中で、早い時期に

合併浄化槽を立ち上げたいと、こんなふうに考えています。これが最大の問題だなと思ってい

ます。 

 それから、処理場の問題があるんですが、これは今、事業をやってきていますが、何せ施設

が古いものですから、後進的な事業をやっていかなければならないということで、今、やって

いくのが最終沈殿池。まあ、去年、今年とやってきていますけれども、エアレーションタンク

ですね、これも直さなければならないということです。それと、先程申し上げましたけれども、

し尿処理の生し尿、汲み取ってきたし尿を処理する施設、これは費用については一般会計で、

最終的にはうちの処理場で一緒に処理をしてしまうんですけれども、これもかなり古くなって

きています。昭和４４年から動いているわけですから、これは相当古いと、そういうことでこ

れにも手をつけていかなければならないだろうなと思っています。課題が山積している状況で

すので、そういう中で、この４億円という起債の中でこれをやっていかなければならないとい

うことですから、時間をかけてやっていかなければならない。ただ、どうしてもその年にはこ

の４億円を超えてやらなければならない年というのはあるだろうと、やはりきちんといっぺん

に金をかけていかないと機能を果たさないというのはありますので、それは４億円を超えてや

らなければならない。ただ、均して４億円というのは堅持していかなければならない、こんな

ふうには思っています。今までやってきたことについてはともかく、これからの課題に大きい

ものがあります。合流改善もその一つです。今の、合流改善ですね、それからし尿処理場の改

築ですね、それから生し尿の処理施設ですね。これを何とかしていかなければならないもので

すから、これをいっぺんに解決する方法をこれから探っていかなければならない。これは合流

改善とも絡めて探っていかなければならないということがありますので、今年秋ぐらいから、

少し缶詰になって我々も頭をひねってやらなければならない状況です。もう少し時間を貸して

いただきたいと言うのが、最後の言葉です。 

○委員（宗像 脩君） 今、課長のお話がありました、柏洋だとかあるいは太平洋、バーデン、

ゆうかり、いずみ、全部に関ってくるわけですけれども、入り口の所はその団地によって差は

ありますけれども、入っていますよね。例えば、いずみかな、あそこは入っていますよね、全

部ではないけれども。そうすると、そこの地域の人たちは、今回、本管があそこまで来ている

んだから、多分、これは勝手な憶測ですけれど、今度はこう来るなと。だから、入り口にいる、

いわゆる十二間に近い人たちはいいですけど、奥がありますから、やはり奥の人たちはそれな

りの期待をしていると思うんですよね。ですから、私も、今大渕議員のおっしゃるように、こ

れはどうなっているんだろうというふうに、それはわかるんですけど、一般の住民の方はなか

なかそこは理解、いくら言っても理解できないと思うんですよね。具体的に言うと、同じ住民

税、同じ固定資産税を払っているのに、何でうちらはと、どうしても出てくると思うんです。

そこで、それの解決策というのは、やはり行政と住民との話し合いと言いますか、そういうも

のが必要になってくると思うんですが、その辺の進み具合と言いますか、今のところ、やって
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いれば、どういうふうになっていますか。 

○下水道課長（佐久間輝男君） 軽々しく申し上げることではございませんので、やはり、慎

重に、その辺は、住民に対してはきちんとした形で申し上げなければならないと思いますので、

一切まだ話はしてございません。ただ、私どもとしては、お金のかかる方法ではなくて、かか

らない方法ですね、合併浄化槽をきちんと立ち上げてやれるという見込みの中で、補助事業で

すから、補助をもらってやる事業ですから、合併浄化槽はね、ですから、こういうものもきち

んと組み立てた中でお話をしないと、納得は当然してもらえないだろうというふうに思います

ので、慎重に行きたいなと思っています。 

○委員（宗像 脩君）  そこが一番難しいところなんでね、人生いろいろ、人さまざまだと思

うんですけどね、だけどやはり、町としてはこういうふうにやって行きたいということを、ち

ゃんとそれを持っていて、そして理事者も加わって、地域住民との話をしていかなければ、不

信感を持ってくると、また、逆の方向に進むのではないかと思うんです。ですから、そこが大

事だなと、行政としてやるべき大事なところではないのかなと。それともう一つは、前からも

出ていますが、この地区はこれじゃできないから、例えば合併浄化槽でこういうふうに持って

行くんだというのであれば、私はそれでもいいと思うんです。そういったものを早く持って、

地域の人と話をしていくということを、それこそ一日も早く進めて行きたいなと。それで、た

またま、あの人はいずみだったと思うけど、水洗が付いてとってもよかったよという声がある

んです。だから、そういう声を聞けば聞くほど、奥の方の人にしてみれば、大変差別されたと

いう感情が出てくるのではないかと思うものですから。 

○委員長（加藤正恭君） 僕も、今のに関係して聞くんだけど、やはりきちんとした対案を、

やめるのはいいよ。やめるのはいいけど、その代わりこうしますという案をちゃんと提示して、

そしてこれだけのことをしますよということをしなければ、やはり町民は納得しないと思うよ。

だから、そういうものを、この間、吉田主幹からもいろいろ聞いたけれど、いろいろとそれを

検討しているんだと言うんだけど、のんきなことを言わないで、なるべく早くきちんと整備す

るような方向に向かってやっていかなければならないんじゃないかと思うよ、今の時点でそろ

そろ。そのあたりどうですか、課長。まだ、今の立場では簡単には言えないと言うんだけど、

そういうふうに早くもって行って欲しいと思うんだけど。 

○下水道課長（佐久間輝男君） はい、委員長のおっしゃるとおりでございまして、早くやっ

ていかなければならないというふうに思います。ただ、なかなか下水道も都市計画事業でござ

いますので、ぱっと行かないというところもあります。今話が出ている所については、事業認

可をもらっている所でありますので、これらの整理をしなければならないということ。それか

ら、当然、汚水処理、今、汚水処理にどうしても重点がいくのですが、雨水処理も考えていか

なければならないものですから、そういったことも整理しなければならないと。当然、将来に

向けては、雨水というものも計画の中にはきちんと整理しておかなければならないという問題

もありまして、それらについては、今、整理つけましたので、いよいよ、今の話、今まで話題

になっているところを、今、精力的にやっていると言う状況でございますので、いずれにしま
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しても急いでやらなければならないということで考えてございます。 

○副委員長（山本浩平君）  この資料を見る限り、先程大渕委員からご指摘のあったとおりだ

というふうに思えるんです。これは対策型ということで、調査用ですね。１６年度から１７年

度以降は４億円以下、いわゆる 37,900 万円ぐらいにしているんですけれども、この予想を見る

と、収支のトータルが１９年度においては、１５年度の 35,000 万円から比べると 66,000 万円

ですか、倍に近いぐらいになるということですから、対策型と言っても、現実的な対策には、

数字的にはなっていないのが実状だと思うんですよ。それで、慎重に事を進めなければならな

いというのは、もちろんこれはいろいろな事情があるのはわかるんですけれども、先程課長さ

んの説明の中に、し尿処理場の施設の整備等いろいろやらなければならないということがある

という話を考えると、先程大渕委員が言われたことと同じ事を言うんですけれども、やはり、

思い切った、抜本的な対策を、これは町民を巻き込む、町内連合会もありますし、我々議員も、

各町内会から代表して出ている議員もおりますし、町内会長さんを務めておられる議員さんも

現状としているわけです。自主自立をめざす協働の町づくりをめざしている白老町であるわけ

ですから、そういった意味で、現実というものを町民にも早く理解していただいて、負担する

ことも、負担になるようなことも協働の町づくりだということをわかっていただいて、とにか

く、何か思い切った策を打ち出さないと、ただ単に慎重にいかなければならないんだと言って

いると、ただ時間だけ過ぎてしまうような、そういう恐れがあるという気がするんです。です

から、是非とも理事者側に今の窮状を訴えて、抜本的な対策を、議会も含めて、町民も含めて、

一日も早くやらなければならないんだと、そういったことで進めていただきたいなというふう

に感じたんですけれども、その点について再度コメント頂ければと思います。 

○下水道課長（佐久間輝男君） 山本委員のおっしゃるとおりでして、何もコメントは無いん

ですが、ただ、この、今提出してございます資料の、これが確かに１９年度は 66,000 万円程度

のということになりますが、これは起債の元利償還分、これが大きく影響しているわけですか

ら、これがこの１９年度まででは、数字的には効果が出てこない。平成３０年とか３５年とか

の先を見ないと、この効果と言うのは出てこないんです。５年据え置きの２５年償還ですから、

この起債の償還については、そういう長期にわたって見ていかないと効果が出ていかないとい

うことになります。ただ、１６年度だけでも、考えていけば、この単年度収支でもって 3,500

万円のマイナスなんですね、見込み。これを何とかゼロにできないかなと、そういう努力もし

ていかなければならないだろうというふうに思っています。それと、先程から申し上げている

ように、資本費平準化債ですね、これが来年度以降も許可されるのであれば、こういうものも

やはり有効に使っていく、これは先送りだと言う批判も、当然出てこようかと思いますが、下

水道事業というのは、当然、先行投資型の事業のわけです。先程も申し上げましたけれども、

ある一定の機能を果たすような状況にするためには、その年、思い切って投資をしなければな

らないというのが、下水道の使命でもあると思うんですよ。ですから、そういうことを考えて

いけば、批判は受けながらも、やはり先送りと言いますか、平準化債を有効に利用していくよ

うな考え方をしなければ、これはとてもじゃないですけども解決にならないだろうと。当然、
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一般会計からももらえるような、今、状況にはならないだろうということになれば、その方法

しかないかなというふうに考えています。いずれにしても、先程来から、早くきちんと組み立

ててやれということについては、もう一度ふんどしを締めなおして、私どももやるつもりです

から、ここはやはり大変な状況になるだろうなと。今年だけでは全部こういうふうにしますよ

というふうには、できないと思います。来年もかかると思います。しかし、今年と来年でもっ

てなんとかきちんと整理しないと、下水道会計は大変なことになるし、町民からも強い批判を

受けるのも間違いないと思いますので、きちんとした対策を考えていきたいというふうに思っ

ています。 

○委員長（加藤正恭君） この資料が対策型だとすれば、下水道施設費が、だいたい毎年、16

年度、１７年度、１８年度と５千万円ずつ増えていっているんだよ。これは対策型にならない

わけですよ、そうでしょう。これを何とかしなきゃだめなんですよ。対策型ということは、改

善していくという意味なんだけど、これでは単純に５千万円、５千万円、５千万円と増えてい

くだけで、これなら、いつまで経っても対策型にならないという数値にしか思えないんだけど、

下水道施設費が増えていくというのは、どういう考え方で増えているんですか。 

○下水道課長（佐久間輝男君） 先程申し上げましたけれども、課題がございます。この１５

年度と１６年度でもって、今、調査をやってございますけれども、合流改善事業ですね、これ

は、もう一度お話しますけれども、だいたい字白老の 200ha ぐらいが、地区で言えば、まず日

の出ですね、東町の方、日の出、それから美園以外は合流管なんです。合流管というのは、汚

水も雨水も一緒に入るんです。当初のやつです。昭和４２年からはじめた時の、これが合流管

なんです。一緒に入るんです。それで、平常時、こういう天気の良い時には汚水だけが処理場

まで問題なく流れていくんです。ところが、雨が降りますと、当然同じ管に入りますので、こ

れは一気に流れるわけです。ところが処理場では受け入れられないわけです、全ての量をです

ね。それで結局、川とか海とかに汚水も一緒に流れちゃうんです。これは水質を悪くする元に

なるわけですから、これを改善しなさいというのがこの合流改善なんです。今、１６年度分を

発注して１ヶ月半ぐらいしかまだ経っていませんので、どういう改善が白老の場合には適切な

のかという、その結論がまだ出ていません。秋ぐらいまでには何とか方向性を見出さなければ

ならないんですが、これをどうしてもやらなきゃならないんです。 

○委員長（加藤正恭君） せざるを得ないわけですか。 

○下水道課長（佐久間輝男君） はい、どうしてもやらなきゃならないです。それで、できる

だけこの起債の４億円の範囲内でできないかと。国で言っているのは、だいたい事業を始めて

１０年ぐらいで解決せよと、こう言っているんです。これを、この４億円の中でやっていかな

ければならないと。したがって、施設費も若干上げて見込んでいるということなんです。この

辺はご理解いただきたいと思います。 

○委員長（加藤正恭君） はい、それからもう一点。使用料、手数料が少しずつ上げてはいる

し、先程の説明では、下水道はもう使えるんですよと、しかし実際にまだ接続していない住宅

も結構ある。それの数値はつかまえているんですか。何とか下水道を使って下さいと、お宅の
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所にはもう通っているんですから使えるんですよと、これこれしかじかの水洗化のためのＰＲ

もいろいろしていると言うんだけど、そのあたりのことは、先程ちょっと聞いたけど、進めて

いるんだけれども進んでいるんですか。また、それがどの程度のパーセントを占めているのか、

数字的に押さえているのかどうか、そのあたりどうですか。 

○下水道課長（佐久間輝男君）  数字的には、パーセントとかということではないんですが、

正確には、今、作業をやっていますので、もう少し、もう１ヶ月ぐらいで数字が出るのかな。

数字的には、つないでいない所の数字、これは、もう１ヶ月ぐらいで数字が出ると思います。

今、社台の方から順次やってきておりますので、社台の方はつかまえていますし、個人の名前

もきちんとつかまえられるようにはなっています。 

○委員長（加藤正恭君） 個人の名前は別にね、公表できますか。 

○下水道課長（佐久間輝男君） 件数は公表できます。 

○委員長（加藤正恭君） これは、つなぐということになると、受益者負担も増える場合も考

えられるんでしょう。受益者負担には関係無いですか。 

○下水道課長（佐久間輝男君） 受益者負担には関係無いです。 

○委員長（加藤正恭君） ただ、つなぐことによって使用料だけは上がっていくというだけの

ことですか。 

○下水道課長（佐久間輝男君） そうです。個人負担の部分が残っているということになりま

す。それで、多分、先般の委員会でもって、主幹から話されたと思いますが、借家ですか、そ

ういう所が、結構、水洗化していない所が多いというふうに捉えています。自分の家の前を管

が走っているわけですから、経済的な問題などもあるんだろうなと、こういうふうには捉えて

いますけれども、ただ、そういうことではなくて、やはり、我々としても営業活動をきちんと

したものをやっていかなければならないということで、当然、最初は文書でやりますけれども、

いろんな機会を捉えて、歩いて、一軒ずつセールスしようよと、こういう話も内部ではしてお

りますので、数字をつかまえましたら、そういう所を、我々も営業に歩きたいなと、こんなふ

うに考えています。 

○委員長（加藤正恭君） それからもう一点、１３年度に使用料の値上げをしたと。そして、

審議会ですか、それでは４年ごとに見直しをして、１７年度には１０％ぐらい値上げしたいん

だということなんだけれども、白老町の下水道料金というのは、もちろん水道の使用料の％で

決まっているんだけれども、この位置は、どの程度の位置にあるんですか。全道的なレベルか

ら言って。 

○下水道課長（佐久間輝男君） １３年度か１４年度か、そこらの資料なんですが、全道の使

用料を出したものがありまして、順位が付けてありましてね、うちは、中の上なんです。料金

を、一応、数字を並び替えて、全道統一したものに並び替えて、うちは 3,100 円ぐらい、一番

高いのが伊達なんです。4,200～4,300 円でなかったかな、伊達が一番高いんです。一番低い所

が札幌なんです。 

○委員長（加藤正恭君） 登別はどのくらいですか。 
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○下水道課長（佐久間輝男君） どうだったかな。大都市というのはどうしても料金が安くな

るんですね。人口密度と、それと処理経費が安くなるんですね。これは、全国的にそういう傾

向なんですよ。結局、人口の少ない、小さな町村、これが一番高上がりに付くんですよ。した

がって、料金を上げなきゃならないとなっちゃうんですね。そうすると、極端な話、札幌が 1,000

円で、白老が 3,000 円、これはいかがなものかということになっちゃうんですね。 

○委員長（加藤正恭君） 公共下水道と簡易水道と言うのかな、何か２種類あるんでしょう。

２種類か何種類かあるんですよね、値段の面でも。何か資料を見たことがあるんだけど。4,000

円も 5,000 円も取っている所があるでしょう。 

○下水道課長（佐久間輝男君）  いや、水道と下水道料、これしか無いんじゃないですかね。

簡易水道というのはあります。 

○委員長（加藤正恭君） ああ、簡易水道と公共水道の違いね。下水道には１つしか無いか。

そろそろ、資料として整理しなきゃならないんでしょう。準備態勢として。例えば１７年度に

見直すとすれば。どうなんですか。 

○下水道課長（佐久間輝男君） はい、今、その辺の準備を進めています。いますが、考え方

が、やはり値上げをすればいいという問題ではございませんので、単純にですね。大変だから

いくら値上げするよと、こういう問題ではないと思いますので、やはり、僕が追い詰めたいと

ころは、白老の下水道料金の、今まで投資してきたとか、あるいは維持管理しているとか、そ

ういうものから言ってどの数字が適切なのかというものを出せないかなと思っているんですよ。

それはなかなか難しい問題なんですが、その上で高いとか安いとかという議論をしなければ、

問題があるだろうと思っているし、また、全国的に、やはり、そういう数字を仮に計算して出

したとしても、どうしても隣町がいくらでと、最終的には周辺市町村ですね、今申し上げたよ

うに、北海道ではどのくらいの位置にあるのかと、そういうようなものでもって、最終的に決

められていくのが、全国的な、料金の決め方のようですから、最終的にはそうせざるを得ない

のかもしれませんけれども、今、僕が考えているのは、白老の下水道料金というのは、ことぐ

らいが適切だよと、これが下水道を維持していける金額ですよというものを計算して出せない

かなというふうに思っているんですが、もう少し勉強させてもらってと思っています。 

○委員長（加藤正恭君） 水道会計は企業会計なわけですよね。独立採算制を採っているわけ

ですよ。だから、自分の、水道の施設等は水道料金で賄うということでやっていくわけ。した

がって、水道料金というのは上がったり下がったり、下がることは無いにしても、上げざるを

得ない場合もあるわけですよね。それに基づいた、使用量に基づいて、下水道というものが付

加されてくるわけでしょう、料金というものが。だから、一体になっているんですよ、本来は。

水を使うことによって下水道料金が決まるわけですからね、そうでしょう。そういう計算をし

ていけば、水道料金というのは密接な関係があるんですよ、これ。下水道料金と水道料金。と

ころが、下水道会計は特別会計で、企業会計ではないから、まあ、当然、当分の間、企業会計

にはなじまないと思う、確かに。何十年先のことを見ているわけだから、企業会計になりなさ

いとは言えないにしても、やはり、できれば、受益者負担というのも採っているわけだから、
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水道を引くということに対して。それで、採算が取れないからと言って、皆さんの貴重な税金

を繰入れするということになれば、下水道を使っていない人たちの税金もそこにつぎ込むと言

う、まあ、一つの屁理屈になるかもしれないけれど、そういうことも、つぎ込まなければなら

ないこともあり得るわけですよね。そういうことも考えて料金設定をしていかなければならな

いのではないかなと思うんだけど、その辺りの考え方はどうですか。 

○下水道課長（佐久間輝男君） 公営企業法の適用、非適用ですね、この問題はあるんですけ

れども、確かに水道は公営企業法適用の会計です。それで、考え方としては、公共下水道も公

営企業法適用の中でやりなさいと言うのが、基本的な考え方なんです。ただ、全国的に、公営

企業法を適用している所というのは、かなり少ないです。極端に少ないです。これからは、今

まではそれで良かったのかもしれませんけれども、やはり、もう少し公共下水道も、公営企業

という経営感覚の中でやらなければならないし、また、償却の問題ですとか、そういうことを

考えていけば、本当に真剣になって、法適用を考えていかないとまずいなというふうに思いま

す。いろんな制度が、法適用と適用でないのと、制度も違いが出てきますので、うちぐらい下

水道を進めて、まだまだ整備する所はありますけれども、これからは安定経営に向けたことを

考えていかなければならないわけですから、それは、これから考えていかなければならないだ

ろうなというふうに思います。ただ、来年だ再来年だということにはならないのかもしれませ

んけれども、ただ、意識としてはそういう感覚で行かないとならないだろうなというふうに思

います。ですから、使用料でもって運営をしていくんだと、この理想ですね。理想と言うのも

変なのかもしれませんけれども、こういう考え方で行かないとまずい。それで、きちんとその

繰り出しはしてもらっても、いつでも変動のあるみたいな話ではなくて、ある一定の数字でも

って、あとは使用料でもって運営していくという、これに近づけていかないと、また、努力し

ないとだめだろうなというふうに思います。これからですね。そのためにも、やはり使用料に

ついては慎重にしていかないとならないと思います。いたずらに、経営が赤字だから使用料を

上げるという、ただ、その考え方では、当然町民には納得してもらえないだろうとは思ってい

ますので、今、勉強して、先程申し上げたような、白老ではどのくらいが適切な料金なんだろ

うなと、そういうものを出してみたいなと、そんなふうには思っています。もうちょっと時間

を貸していただいて、それに向けてやってみたいなと思っています。 

○委員（大渕紀夫君）  何点か確認しておきたいんだけど、一つは、一番最初の考え方の問題

なんだけど、これは、担当が替わりますから当然なんだけど、今対策を立てたものが、後半、

後年度に出るというのはよくわかるんです。ただ、今出ていることが事実なんですよね。これ

は前の方針なんです。国がどんどんどんどん前倒しでやれと言った時にやったわけでしょう。

はっきり言えば。そういうことに対してきちんと見ておかないと、これは課長が悪いとかそう

いうことを言っているんじゃなくて、行政として、そういう見方をきちんとしておかないと、

答弁は常に、この結果は後にしか出ないんだから、それしかわからないよというのでは、僕は、

だめだと思うんですよ。考え方として、まず。そこははっきりしておかないと、調子のいい時、

ちょっと景気のいい時、どんどんどんどん前倒し前倒し前倒しでやって、そのつけが今来たん
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だよと、だから、もう広げられませんよという理論は、これはやはり、僕は違うと思うんです

よ。その時になぜ見えなかったかということが、そういうふうに言ったら、あるんですよ。そ

の時はもちろん、課長は違ったけどね。よくわかるよ。だけど、僕は、行政として、そういう

立場をきちんと堅持して欲しいということが一つです。それから、町民の皆さんには、この、

今の下水道会計の状況をわかりやすく理解してもらうようなことを、先程から何度か言われて

いますけれども、期限を切ってやっていただきたいということが二つ目です。期限を切る。そ

れは、期限を切らないと、私は「待った」がもうできる状況ではないというのは、さっき言っ

たとおりです。だから、勉強するのもいいし、やるのもいいです。だけど、期限は切って下さ

い。これは私の考えです。もう一つ、合併浄化槽も期限を切って欲しいんです。ここまで、や

はり、私たちはきちんと努力をしますということを出して欲しいんですよ。もちろん、残業に

なれば、また、町の方からいろいろあるからね。いろいろあるとは思うんです。だけど、私は、

そういう姿勢が、今、役場行政に求められている最大のものだろうと思うんですよ。無理を言

うかもしれません。だけど、そこのところが行かないと、これは、延ばせば延ばすほど、危な

いですよ。だから、そこは、期限を、今切れとは言いませんから。少なくとも、期限を切って、

今皆さん方が考えている、１日でも１０日でも１ヶ月でも半年でも早く、結論を我々に示して、

議会に示してもらって、対応策を立てると。我々も一所懸命考えたいと思いますので、そうい

う努力ができるかどうか、そこだけ確認したいと思います。 

○下水道課長（佐久間輝男君） そういうことで努力をします。やります。 

○委員（大渕紀夫君）  何かの時に産建にきちんと、こういう方向でやるということは、期限

を明確にして出して欲しいということをお願いしたい。 

○下水道課長（佐久間輝男君） 当然、我々だけでも、なかなか結論を出せない問題がたくさ

んあると思うんです。ですから、こちらとも相談をさせていただいて、その中でまた結論を見

出すというようなことも考えていきたいとおもいますので、一つ、ご協力お願いしたいと思い

ます。 

○委員（大渕紀夫君）  全く、今、課長が言われるとおりだと僕は思うんです。だから、我々

にも働きかけて欲しいと思うんです。委員長や副委員長に言ってもらって、やはり、こういう

ことで考えが行っている方向があるからね、常任委員会を開いてくれというぐらいの、それぐ

らいの構えが、今、この財政を見る範囲においては必要だと、それぐらいたいへんな状況だと

いう認識は私たちもしていますから、そういうことで、一つ、ご努力をお願いしたいと、こう

いうふうに思います。 

○下水道課長（佐久間輝男君） 録音されるように、はっきり申し上げます。そういうふうに

努力します。そのとおりです。 

○委員（中出 正君） 財政上の問題で、今、いろいろ話題になっているわけだけど、当初、

下水道を設置しようという段階で、一応、収支を合わせるための手段があったと思うんです。

例えば、利用戸数がいくらで、かかる経費としていくらというようなことがあったとすれば、

その何十％が利用するようになって、その結果足りない面が生じているというような面がある
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だろうと思うわけですよ。したがって、今、利用している人たちも、多少の負担がアップしな

がらでも未利用者、まだ利用していない、恩恵を受けていない人にも、何らかの対応をすべき

ものであるのではないかなと思うんですよ。例えば、何ｋｍも離れた所でポッツリ家があると。

そうすると、先程の誰かの意見ではないけど、税の負担とか、いろいろ公平な対応をして来な

がら、ここに来てぶつかっていると。ぶつかっているということは、利用できる内容ではない

と。したがって、町も、そこまで行くには、できれば、利用する戸数がいくらあって、その内

容でもって計画的に設置したいという意見もあったと思います。したがって、遠い位置に住ん

でいる人たちは、今もって下水道の利用に与っていないという現実。それから、人が多少混ん

でいても、もう年齢が年齢だからそういう負担に応じられないと言って拒んで、町が計画して

いるにもかかわらず、その事業が現実にできないという部分も、町全体の中にあると思うんで

すよね。したがって、財政をどうするということになれば、ただ何とかして欲しいという言葉

は当然出てくると思うんです。当然、負担アップと言ったら、いろいろな反発も出てくると思

うんです。しかし、利用したくてもできないという人たちのことを考えれば、多少の負担アッ

プであっても、公平に与るような仕組みを、行政として考えるべきではないかと思います。そ

れをしないで、ただ、この下水道の設置順位だって、結局、白老本町から始まって虎杖浜の方

にどんどん延びて行きました。白老のすぐ隣の社台が、当時、町長に直接談判した結果なんだ

けど、では、虎杖浜が終わる時に社台も一緒にやろうということで、当然、白老の本町のすぐ

そばにいながら、最終の恩恵を受けざるを得なかったという現実があるわけです。したがって、

今、利用されていない、利用したくてもできないという形の中では、何らかの町として手を加

えるべきだと、また、恩恵を受けている人たちが、それなりにやはり、そういう町民もいると

するならば、自らの負担、すなわち料金のアップでもって、自らの負担でも、そういう人たち

への勧誘的な対応でも、してあげる、１００％補助というものでなくても、それなりの負担を

して、そして、公平なる生活文化の向上に寄与するようにすべきではないかと。料金も上げな

いで、利用する戸数も、減っても増えてこないということになったら、どんな人間が集まって

検討したって、マイナスを生じてもプラスになっていかないわけです。したがって、利用して

いる人たちが理解を示して、その対応に応じることがまず第一ではないかと思います。そこら

へんを行政として考えるべきではないかなと、こうしたらこうなるということを、我々に示す

ものであるのではないかと思うんです。そこら辺、一つ、課長、よろしくお願いします。 

○下水道課長（佐久間輝男君） いろいろ、考え方はあるかと思いますけれども、下水道事業

というのは、市街化区域の中を基本的に整備していくんだよと、これが基本的にあるわけです

ね。そういう中で、当然、市街化調整区域の中に住んでいる方はなかなか恩恵に与れないと、

また時間もかかるよと、これはどうしても出てくるわけですね。ただ、私どもとしては、やは

り下水道の受益を皆さんに等しく、最終的には受けて欲しいということは、当然考えているわ

けです。それが当然あるわけです、我々の考え方の中にはですね。ですから、山の奥の中でも、

それはちょっと極端かもしれませんけれども、調整区域の、例えば、竹浦、虎杖浜の鉄北です

ね。ああいう所なんかは特にそうなんですね。ですから、当然、頭にあるわけです。最終的に
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はそういうふうにしていかなければならないと。ただ、その、採算ベースは、どうしてもそう

いう所をやると採算ベースに合っていかないと、こういうところ、それと、金がかかっていく

ということは、どうしても否めないところなんです。したがって、先程来から申し上げていま

すように、下水道でやればどうしても年数が何十年かかるかわからないというような言い方に

なってしまいますけれども、それではまずいので、合併浄化槽というものをきちんと制度化し

て、そして、早く快適な生活を営んでもらえるような状況にしようというふうに考えています。

負担も、下水道に代わる合併浄化槽ということを考えれば、それ相応の補助をしないとだめだ

ろうなと、自己負担がかなり高くなるような組み立て方というのはまずいだろうなというふう

には思っています。ですから、この辺も、公共下水道と合併浄化槽と、きちんと均衡の取れる

ようなやり方を考えて行きたいというふうに思っていますので、その辺でご理解を頂きたいと

思います。 

○委員（小西秀延君）  ちょっと勉強不足で教えて欲しいんですけど、長い年月をかけてやっ

ていく事業だというのは、十分理解できるんですけど、どんどん今、繰上充用金が増えていま

すよね。これが、例えば、合流改善や合併浄化槽がスムーズに行ったとして、どれぐらいの時

に繰上充用金がピークを迎えて、下降を下ってくるとかというのは、めどは付いているのです

か。起債の償還は、平成３０年度ぐらいにピークで、どんどん減ってくるという話は聞いたん

ですけど、全体で見るとどういうふうになっているのかというのを、ちょっと教えて欲しいん

ですけど。 

○委員長（加藤正恭君） 休憩します。 

休憩 午前 １１時１８分 

 

再開 午前 １１時２２分 

○委員長（加藤正恭君） 今の、小西さんの質問に口頭で答弁して下さい。 

○下水道課長（佐久間輝男君）  繰上充用のピーク時はいつぐらいかということなんですが、

これについては計算してございませんし、なかなか将来長期にわたるということでもって、予

測が難しいということもありますので、これについては少し今後検討させていただいて、また

の機会に申し上げたいとおもいますが、いかかでしょうか。 

○委員（小西秀延君）  はい、よろしいです。 

○議長（堀部登志雄君） 先程ちょっと言った言葉でちょっと確認したいんですけど、合流管

の対策を、どう対策していいか、まだはっきりわかっていないんだという話をしましたよね。

それで、今、何か、平準化債というものを使って、そういうのが１０年間くらいで、平準化債

というのは関係ないのかな、合流管改善事業ね、改善策をやるというような方針なんだけど、

このやり方がまだはっきり定まっていないというのは、どういうことなんですか。やる方法が

わからないということなんですか。例えば管を別々に敷設するということなのか、その辺、ち

ょっと説明をお願いします。 

○下水道課主幹（吉田清一君） 先程、課長の方から合流管、合流式という説明をさせていた
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だきましたけれども、今、国の方では、環境改善ですね、合流管ですので、雨が降るとオーバ

ー、処理場で引き取れない、処理できないものは公共水域に排除されると、放流されるという

ことで、それを分流式並みに改善しなさいというのが、この事業です。それで、今、国の方で

は、１０年程度の時間でやりなさいと。それは、一つは、どういうことかと言うと、まず、分

流式並みの水洗を保つためには、放流回数を、雨が降って公共水域に放流されている回数を半

減しなさいというのが一点ですね、改善の方法として。それと、共雑物質、まあ、ごみですね。

トイレットペーパーとかそういうものが一緒に公共水域に排除されるだろうと、これを放流さ

れないようにしなさいというのが一点なんですね。それともう一点は、大腸菌。当然、汚水と

雨水が混ざって公共水域に放流されますから、大腸菌が出るであろうと。この大腸菌を出さな

いようにしなさいと。この３点ですね。３点を、１０年程度の期間で改善しなさいということ

なんです。それで、白老町では去年から、まず現況を調べましょうということで、一応、進め

ております。それで、１５年度は、現況、どの程度の強い雨で公共水域に流れるかという調査

とか、現況の施設の調査をかけました。それで、その調査の結果、３点を解消するための方策

を、先程課長の方から説明がありましたとおり、コンサルタントに発注して、検討している最

中なんです。いろんなやり方がございます。完全に分流化しなさいと、また同じ程度のお金を

かけて、合流管の整備と同じようなお金をかけて完全分流化しなさいという方法があります。

でもこれは何十臆円もかかります。簡易処理して、ある程度の水を処理場で受けて、消毒して

放流しなさいと、これはいろんなやり方があるんですね。その都市の特徴ですね、特性と言い

ますか、そういう中でそういう対策を、今、検討中ということなもんですから、まだ、どうい

う方法でやるかというものが見えてきていないということでございます。 

○委員長（加藤正恭君） 他になければ、下水道に関してはこの辺で資料の説明を終わらせた

いと思いますが、いかがですか。よろしいですか。それでは、この辺で終わりたいと思います。

どうも、課長、皆さん、ありがとうございました。 

 ５分ほど休憩します。 

休憩 午前 １１時２８分 

 

再開 午前 １１時３６分 

○委員長（加藤正恭君） 再開します。なるべく早く切り上げたいと思います。それで、あと、

まとめをしたいと思うんですが、まずはじめに、今やった下水道をやりますか。文章的なもの

は委員長、副委員長に任せていただきたいと思うんですが、ここは強調してもらいたいと、こ

れはぜひ書いてもらいたいというようなことがあれば、皆様方の意見を聞いて、そして、まと

めていきたいと思いますので、まず、下水道について皆様方のご意見を賜りたいと思います。 

○委員（大渕紀夫君）  私が言った、約束させた分だけは、どうしても入れて欲しいと思いま

す。私はそれを入れていただければ、あとは結構でございます。 

○委員長（加藤正恭君） 期限を切れと言うことだね。 

○委員（大渕紀夫君）  そうです。期限を切れと。それは、町民に対する財政の状況と、それ
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から合併浄化槽のことと、それから・・・。 

○委員長（加藤正恭君） まあ、これに尽きるんだけどね。要は、財政的に大変だと。だから、

早く合併浄化槽なりに切り替えていかなければだめだと。その方針を早く、期限を切って出せ

と、こういうことだね。じゃあ、下水道はそれでいいね。 

 あと、何かその他に追加するようなものがあったら言って下さい。 

○委員（大渕紀夫君）  中出さんが言われた、町民の思っていることを十分活かしながらもそ

ういうことをやりなさいと書かれた方が、多分、そう書いていただけるとは思うんだけれど。 

○委員長（加藤正恭君） はい、わかりました。じゃあ、下水道についてはこの程度にします。 

それから、土木費全般について、土木行政の現状と課題ということで、何か、ここはぜひと

いう部分があれば、おっしゃっていただきたいんですが、無ければ、私の方で適当に書いてお

きますが。適当という言葉は変ですが、書いて、皆様方のご批判を受けたいとおもいますが、

何かありますか。この部分だけはぜひと。 

○委員（大渕紀夫君）  いいですか。皆さんと多分同じだと思うんですけど、一つは、道路の

関係での評価基準を作っていると、これはやはり、評価をしてあげていただきたいと思います。

これは皆さん、同じだと思うんですよね。これはやはり、極めて、中身を見ても、なかなか良

く出来ていますよね。ただ、一つは、町民の意見が、難しいけど、わかるようにしてもらった

方がいいなという気はしたけどね。役場オンリーでの評価基準ではなくて、町民の意見も取り

入れていますよということがわかる、入れていると言っているんだけど、わかるような仕組み

にしていけないかということが一つ。それと、これは、同じように、舗道と排水にこういうも

のを準用して広げたらいかがかと。 

○委員長（加藤正恭君） ただ、公表はできないというような話はしてたよね。 

○委員（大渕紀夫君） ただね、俺はやはり、どういう公表の仕方かわからないけど、やはり、

ニセコなんかはわかるんだよね。わかるんですよ。だから、３年経ったら、俺の所は今年はで

きないけど、３年経ったら家の前の道路が舗装になるということがわかるんだよ。その仕組み

がどういうふうになっているか、この間聞かなかったんですけどね。 

○委員長（加藤正恭君） 何か、公表しているようですね。ニセコは。だから、何年経ったら

やるよと。だから、３年間我慢しようとか２年我慢しようとか。 

○委員（大渕紀夫君）  それが、政策変更して変わったことを、町民が納得すればいいわけで

しょう。 

○委員長（加藤正恭君） そうだ、そうだ。こういうことで変更になりましたよと。 

○委員（大渕紀夫君）  だから、僕はやはり、それがテクニックとして無理なのかどうか、そ

こは検討したいところだし、我々も今後、公表せよということで検討してみたいなと思うけど、

書き方は難しいかもしれません。 

○委員（中出 正君）  極端な言い方をすると、何ｋｍ離れても何年経ったら来るんだよとい

う、そういうことになると、えらく財政負担になるのではないかと思うんです。 

○委員（宗像 脩君）  去年、私も名前を入れて、道路の舗装問題、石山の舗装問題をここで
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審議し、土木課にもあたって、そして定例会でそれを可決して、そしたら、すぐ、土木の方か

ら、関係町内会の方に返事が来ました。その返事の中に、確か、平成２０年だと思ったな、そ

れまではできません、その後になりますと。私は、それも一つの方法だなと思ったんです。別

に意地悪く平成２０年の後と言ったら、３０年も４０年も後ですから、だけど、そういう考え

でなくて、向こう３年なり４年はできないけれども、その後でやりますということで文書が来

て、それを地域住民に私の方から説明したら、やはり、それでいいということになったんです。

だから、今の話ですけれども、期限を切るということは、いろんな意味で、いつまでやります

というのも一つでしょうし、いついつまでは出来ないけれどもという、そういうのも一つの、

弱いけれども、それで誠意がというか、考えているということが町民の方にわかれば、それで

いいんじゃないかなと思うんですが。 

○委員長（加藤正恭君） たまたま、例えば、来年やりますよと言って公表した、ところが、

その時になってみて、しかじかこういう理由でできませんから、もう一年延ばしますと言って、

町民が納得したとしても、その一年後にできればいいけど、それがまたできなかったと言うこ

とになるとね。そういうことも考えられるんだよね。だから、一つの約束事だから、言質みた

いにとられてしまうのも、役場サイドとしては恐れるんだろうなあ。まあ、１年から２年の余

裕を下さいと言うのならまだしも、来年やりますよとか再来年やりますよとかというふうに約

束してしまうと、なかなか難しい辺りなんだよ。何か、そういう方向性くらいを示せというよ

うな書き方でいいですか。どうですか。そんなことで許してもらえるんなら。 

○委員（大渕紀夫君）  それは、今、委員長が言われたような形で、今後、我が産業建設常任

委員会の宿題で、もうちょっと詰められるところは詰めるというようなことで、今回はその程

度にしておいていいんじゃないですか。 

○委員長（加藤正恭君） そうですね、はい。 

 この他に何かありましたか。 

○副委員長（山本浩平君）  前回の時にも、土木課長に質問というか意見も入ったんですけれ

ども、いわゆる、土木費の目減りがあまりにも激しい、平成６年度と平成１４年度を比較する

と、約７７％もダウンしていると。白老においては、本当に、町の仕事だけで食べている建設

会社さんもたくさんあるわけでございます。そういった中で、その窮状を、建設協会との懇親

の中でも、勉強会の中でも訴えられましたけれども、やはり、白老全体の景気にも影響します

し、そういう事業者がすぐ業種転換を図れるかと言うと、この地域性から言っても、農業に転

換できるわけでもございません。そういった意味で、課長の立場では、自分は理事者でもない

から町の政策的に出さなきゃならないということまではコメントできないというお話でしたの

で、やはり私は、政策的に、その辺を、土木費、町民に関わる公共工事というのはいつまで経

っても、これは必要なものであるわけですから、政策的に仕事を発注するということも、これ

だけ厳しくなると必要じゃないのかなと、こんなふうに思うわけでございます。 

○委員長（加藤正恭君） わかりました。その辺りの文章も頭に入れて文章を考えてみたいと

思います。 
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他にありますか。はい、どうぞ。 

○委員（中出 正君）  結局、今、町民側から求められているものは、そのほとんどが、例え

ば距離があるとか、それから、戸数があっても求める町民が少ないと、こういうようなことで、

なかなか町側がやってあげたいという所は地域住民が拒んでいるという現実と、距離があって

も欲しいよということで、非常に内容が複雑で、しかも財政が厳しいということになると、も

っといろんな角度から検討に値するものがあるのではないかなと思うんだけどね。ただ順位で

なくてね。遠くに離れている人も、欲しい人は欲しいと言っているんだよ、完全に。だけど、

近くに何件か、５～６戸あっても、年をとっているからと言って設置を拒んでいる。負担金が

出るものだからね。だから、非常にばらつきがあるんだな。 

○委員長（加藤正恭君） 下水道のね。わかりました。 

 他に無いですか。いいですか。それでは、土木行政については、大きく二点ぐらいを書きた

いと思います。 

 それから最後になりますが、請願書の件です。請願書は、決は採りませんでしたけれども、

採択することにご異議なしということではいいと思うんですが、問題は、問題と言ったら難し

いが、意見ですね。意見をどのように書いたらいいか、その辺りについて、みなさんのご意見

を賜りたいと思います。 

 それで、実はですね、この間、私、登別の駅長の所へ行って、ちょっと話を伺ってきました。

確認の意味もあったものですから行ってきたんです。そうしましたら、駅長さんは、虎杖小学

校の通学路としてＪＲの跨線橋を通るということについては承知していないと。知らなかった

ということなんです。したがって、今の、北川さんという駅長さんなんですが、駅長さんは去

年の３月に登別の駅長に赴任されて、そういうふうになっていることも知らない。したがって、

虎杖浜の小学校に対したり、町内会に対して、あそこを通ってはだめですよと注意をしたこと

はありませんと、私はそういう認識を持っていないものだから、だから、大分前にそういう注

意を受けたのではないのかなというふうに、今の駅長さんではなくて、ではないかと思うんで

す。そして、通学路についても、登別の駅長さんは、通学路になっているということは知らな

かったと言っています。まあ、教育委員会も知らなかったというぐらいなんだから。そういう

ことがわかったということですね。それから、あそこの草を刈ってくれという要望があったも

のだから、本部というか、本社の方に聞いたら、そのくらいのことはしてやれということで予

算が付いたものだから刈りましたと、業者を頼んで刈りましたと。それは、子供さんが通るた

めに便宜を図ったとかそんなんじゃなくて、町内会の要望があったものだから、たまたま本部

の方でいいよと言うことなものだからしてあげたんだと。それで、駅を降りたら、本来は駅の

こっちへ来なきゃだめなんだけど、そのまま反対に、室蘭から乗ってきた場合に、反対に降り

て行く人がいるんだそうですよ。こっちの団地の方にね。本来は、一回駅の方へ行くんだろう

けどもね。そういう人のためにあそこの草を刈ったと、そんな程度の認識ですと。あそこが道

路になっているのか、町道になっているのか、そういう認識は全然ありません。ただ、草を刈

ってくれと言うものだから、刈った程度なんですよと、こんなような認識しかないですよと。
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それと、そういうふうに歩道橋を通ってはだめだと、そういうふうに通学路になっているとい

うことを知らないものだから、当然、通ってもいいとか悪いとかなんて言うことも無いという

ことなんです。そういうことで、勝手に学校の方で決めたものなんだね。コースを。当時はだ

よ。当時の、いつそういうふうにしたのか、無人化になってから通学路にしたものか、駅員が

いた時代から通学路にしたものか、その辺りはちょっと確認する術は無いんだけれども。そう

いうようなことでした。それで、どのような意見を書いたらいいか、お図りしたいと思うんで

すが。教育委員会に対しても、ちょっと書こうと思うんだけど。 

○議長（堀部登志雄君） 委員長、駅長さんに話を聞いて、今通学路になっていることについ

ては別に問題無いという認識なんですか。駅長さんは、これについては、現時点では、もしそ

うなっているのなら、それは困りますよという具合に言われたんですか。 

○委員長（加藤正恭君） 当然、そこは小学校の通学路としては認められない所なんだから、

そこを通学路にしていること自体が問題だと言っているわけです。 

○議長（堀部登志雄君） 駅長さんもやはり、それについてはだめなんですね。 

○委員長（加藤正恭君） 登別の駅長さんね。と言うのは、通学路として、こっちの人があの

橋を渡ってこっちへ渡ること自体を認めていないわけですよ。ＪＲを使う人たちのプラットホ

ームに行ったり来たりするための施設であって、町の人があれを通ってこっち側へ行く、こっ

ちの人が向こうへ行くために使われては困りますという施設ですから、そういうものを認める

とか認めないとかということではないということなんです。それを通学路として小学校では認

めていたと言うんだから、認めていたと言うのはおかしいけど、そういうふうに設定していた

ということなんだから。 

○副委員長（山本浩平君）  それであれば、ＪＲも、今は民間なんですけど、自分の所で、危

険予防のためにフェンスを張って人を通せなくするぐらいの配慮をすればいいです。一言で言

って。 

○委員（大渕紀夫君）  いいですか。要するに、願意が、歩道を作れという願意なんです。あ

そこを通せということではないから、早い話、触れない方がいいですよ、これに。触れると、

今みたいな問題が起こるんです。だけど願意は、向こうが言っているのは何かと言ったら、今

の車道に、歩道を作ってくれということだから、歩道を作ることについては採択致しますと、

それ以外書かないことにしたらどうですか。 

○委員長（加藤正恭君） ただ、その文書が、私の認識では、願意はわかります。歩道を作っ

て下さいということだから、それが無くても構わないんだけど、その文書の中に、そういう文

章があるわけですよ。 

○委員（大渕紀夫君）  ここに書いてあるのは、「原則としてＪＲでは通行を認めていない状

況です。」と、ちゃんとむこうは認めているんですよ。だから、触れなくてもいいわけです。

むこうは、認めているんだから。通ったらだめだという所を通ったわけだから。それをこっち

がいいとか悪いとかと言ってしまうと、議会が言ったということになるから、それは一切触れ

ないと。それで、教育委員会に書くときだけ、これは口で言って書かないというのは、よくわ
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かりますけど、教育委員会には、やはり、通学路についてはきちんと現状を把握して配慮すべ

きであるぐらいのことを書いたらどんなものですか。 

○委員長（加藤正恭君） それだけでいいですか。 

○委員（大渕紀夫君）  いや、これは、ＪＲのことは書かない方がいいよ。これは書いたらあ

とが面倒だよ。議会がこうやって言ったとか、視察したとかってなるよ、絶対。 

○委員長（加藤正恭君） ただね、どうしても通学路の問題は出てくるわけです。いいですか。

教育委員会のことを書くとすれば。 

○委員（大渕紀夫君）  だから、ＪＲのことは書かないで、通学路を決定する時は十分その状

況を認識して、配慮してやりなさいというふうに書くしかないんじゃないですか。ＪＲのこと

は、僕は、書かない方がいいと思う。 

○副委員長（山本浩平君）  本来はいけない通学路を、通学路として使っていたわけなんだか

ら、それは関知しない方がいいと思いますよね、今、大渕委員が言われた通りに。 

○委員（宗像 脩君）  やはり、それを書けば、では責任がどこにあるんだろうというふうに

して、事が大きく広がっていくと思うんですよ。たとえば、学校が悪い、学校の上下と言った

ら変だけど、教育委員会だって、目時課長は、俺はあまり知らないと、こう言っていると、益々

どこがどうなんだということになると思うんですよね。ですから、その問題は、たとえば、関

係者との懇談だとか雑談の中では出てもいいとしても、これにはやはり触れないで、児童が安

全で安心して通学させられるという、そんなことからということで、何回も出ていますけれど

も。 

○委員長（加藤正恭君） ということは、各学校で通学路を決めることにはなっているんでし

ょう。なっているんですね。ただ、それを教育委員会が知っているか知らないかは別として、

許可するとかしないとかという問題ではないようだけれども、やはり、知っておくべきなんだ

よね。教育委員会としては当然、いいとか悪いとかではなくて、知っておく必要性はあるわけ

ですよ。だけど、それが知らないというんだから、その辺りは、ちょっと、そのような書き方

をしておく方がいいのかな。そんな書き方でいいですか。ＪＲに触れないで、通学路に関して

と。わかりました。では、そういうことでいいですか。そして、採択すると。 

 それでは、休憩しましょう。 

休憩 午前 １１時５８分 

 

再開 午後  ０時０１分 

○委員長（加藤正恭君） 委員会を再開します。 

 それでは、請願の件ですけれども、採択するということについては、異議が無しと。それで、

審査意見として、ＪＲに触れないことで、通学路についてはいろいろな面で教育委員会との意

思の疎通を欠いているという面が見受けられたので、その部分については記載をしようと思い

ます。あとは書かないようにしたいと思いますが、それでよろしいですか。では、そのように

取りまとめたいと思います。後日まとめて、なるべく早く皆さんに提示して、添削していただ



-  - 23 

くようにしたいと思います。 

それでは、今日の産業建設常任委員会はこの辺で閉じたいと思います。どうもごくろうさま

でした。                           （午後  ０時０２分） 


