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平成１６年第１回白老町議会予算等審査特別委員会会議録（第１号）  

 

平成１６年３月２２日（月曜日）  

   開  会  午前１０時００分  

   散  会  午後 ４時３７分  
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〇出席委員（１９名） 

  １番 小 西 秀 延 君       ２番 熊 谷 雅 史 君  

  ３番 山 本 浩 平 君       ４番 鈴 木 宏 征 君  

  ５番 玉 井 昭 一 君       ６番 土 屋 かづよ 君  

  ７番 西 田 祐 子 君       ８番 近 藤   守 君  

   ９番 吉 田 正 利 君           １０番 宗 像   脩 君  

  １１番 氏 家 裕 治 君           １２番 吉 田 和 子 君  

  １３番 斎 藤 征 信  君          １４番 大 渕 紀 夫 君  

  １６番 谷 内   勉 君            １７番 及 川   保 君  

  １８番 加 藤 正 恭 君            １９番 根 本 道 明 君  

  ２０番 堀 部 登志雄 君  

                                         

〇欠席委員（１名） 

  １５番 中 出   正 君  

                                         

〇地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

     町      長    飴 谷 長 藏 君  

     助      役    三國谷 公 一 君  

     助      役    煤 孫 正 美 君  

     教 育 長    牧 野 正 典 君  

     総 務 課 長    白 崎 浩 司 君  

     行政改革推進室長    吉 田   稔 君  

     財 政 課 長    辻   昌 秀 君  

     財 政 課 参 事        後 藤 光 雄 君  

     税 務 課 長    前 田 博 之 君  

     町民サービス課長    長 野 征 幸 君  

     生 活 環 境 課 長    二 瓶   充 君  

     生 活 環 境 課 参 事    久 慈 幸 男 君  

     健 康 福 祉 課 長    三 戸 功 二 君  

     健 康 福 祉 課 参 事    山 口 和 雄 君  

     健 康 福 祉 課 参 事    丸 山 伸 也 君  

     企 画 課 長    岩 城 達 己 君  

     産 業 経 済 課 長    上坊寺 博 之 君  

     産 業 経 済 課 参 事    和 野 敏 夫 君  

     土 木 課 長    山 本 憲 次 君  

     都 市 整 備 課 長    松 井 俊 明 君  
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     港 湾 課 長    堀 江   寛 君  

          水 道 課 長        武 岡 富士男  君  

     下 水 道 課 長    佐久間 輝 男 君  

          出 納 室 長        小 川 正 器  君  

     学 校 教 育 課 長    目 時 廣 行 君  

     社 会 教 育 課 長    渡 辺 裕 美 君  

     病 院 事 務 長    須 貝   貢 君  

     消 防 長    前 田 登志和 君  

     消 防 署 長    鎌 田 正 平 君  

                                         

〇職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    山 崎 宏 一 君  

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

〇委員長（吉田和子君） ただいまから予算等審査特別委員会を開催いたします。  

（午前１０時００分）  

                                           

    ◎開議の宣告  

〇委員長（吉田和子君） これから本日の会議を開きます。  

 本委員会については、傍聴を許可することにご異議ありませんか。  

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） ご異議なしと認めます。  

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

 ここで審査に入る前に一言ごあいさつを申し上げたいと思います。  

 今回の委員会は、飴谷町長の公約を含めた政策予算が提案された新年度予算の審議でありま

す。ご承知のとおり、長引く景気の低迷から企業の倒産やリストラが続き、また地方分権の時

代が始まっておりますが、三位一体の改革も国と地方の間での本質的な議論が深まらず、不安

定な状況にあります。新年度予算では、特に臨時財政対策債の大幅カットを初め、税収の減少

など、歳入の大幅な減少が見込まれ、厳しい局面の中で苦渋の町政運営が強いられているとこ

ろであります。しかし、一方では雇用対策や地域経済の活性化あるいは生活環境の充実等の町

民福祉の向上、安定が期待されているところであります。このような状況下での重要な予算審

査でありますので、限られた日程の中でありますが、十分審議を尽くしていただくようお願い

申し上げるところであります。どうぞよろしくお願いいたします。  

 それでは、次に委員会における質疑の回数につきまして、念のために申し上げておきます。

先ほども説明がありましたけれども、本委員会では先例によりまして、質疑の回数は本会議に

準じて原則３回までの一括質疑方式により行います。ただし、質疑、答弁の内容等によりまし

て委員長の判断で３回を超えて発言を許す場合もありますので、この点につきましてもあわせ

てご承知いただきたいと思います。  

                                           

    ◎議案第３３号 白老町長寿祝金条例の一部を改正する条例の  

            制定について  

〇委員長（吉田和子君） ただいまから本委員会に付託された案件の審査を行います。  

 本委員会に付託されました案件は、議案第10号から第22号までの平成16年度各会計予算13件

と、これに関連する議案１件の合わせて14議案であります。  

 これらを一括上程し、順次議題に供します。 

 議案の審査の都合上、議案第33号から審査に入ります。  

 議案第33号 白老町長寿祝金条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。

議案書議33―１をお開きください。  
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 質疑に入ります。質疑のございます方、どうぞ。  

 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。内容がどうのこうのではなくて、高齢者クラブや町

連協、そして高齢者大学等々、いろいろな高齢者団体ございますけれども、そういうところの

ご意見は伺ったかどうか、それだけお尋ねをしたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 三戸健康福祉課長。  

〇健康福祉課長（三戸功二君） 今回の改定につきましては、そういう各団体のご意見という

ものは事前には伺っておりません。  

〇委員長（吉田和子君） 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。ということは、町の全く政策的な考え方で行うとい

う理解になるわけですけれども、そうすると減った分につきましては、議案説明の中等々でご

ざいましたけれども、具体的にはどこに使うかということが決まってはいるのでしょうか。そ

れだけ。  

〇委員長（吉田和子君） 三戸健康福祉課長。  

〇健康福祉課長（三戸功二君） 減額分の額の見合いとして、この分、この分ということはご

ざいませんけれども、全体の中としてこれまでも議論させていただいておりますけれども、例

えば在宅介護支援センターの新しい位置づけであるとか、あるいは地域福祉計画の策定だとか

障害者福祉計画の策定だとか、そういうもろもろの全体予算がございますけれども、そういう

ところに充当するということよりも、そういう事業がいろいろメジロ押しになってきていると

いう部分がございまして、今回の長寿祝金の部分については一部見直しをさせていただきます

けれども、そういう新たに出てくるいろんな要因にその財源を向けていきたいと、そういう考

えでございます。  

〇委員長（吉田和子君） 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。趣旨は理解をしております。予算説明の中で聞かさ

れていますからわかっているのです。この対象者の方々は、私は多分、ではこのお金をどこへ

使われているのだと。全体的だというけれども、交付税と同じで色ついてくるわけではないの

だから、どこへ使われたのだということがやっぱり親切だということで言えば、町民の皆さん

の一番気にするのは、そういうお金が実際にはどこに使われたのだろうということがはっきり

した方が、こういう場合は私は政策的にはいいのではないかというふうに理解しているのだけ

れども、そうでなければそうでないと考えても構いません。私は、そういうふうにした方が町

民の理解を得られると。今回そういう優しさというのか、そういうことがないと、ただ切られ

て、福祉に回すのだといったって、どこへ使っているのだかわからないというのでは、やっぱ

り町民の理解度は高まらないというふうに私は思うのですけれども、いかがでしょうか。  

〇委員長（吉田和子君） 三戸健康福祉課長。  

〇健康福祉課長（三戸功二君） 私先ほど今回この議会にご提案する段階においては、各それ

ぞれの関係する組織、団体に説明はしておらないというふうに申し上げました。これは、その
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段階ではしておりませんけれども、この後広報もそうですが、各団体含めて、今回ここに及ん

だことについては十分説明させていただき、また今後のいろんな要因に対する充実含めての説

明はさせていただきたいなと、そんなふうには思っております。  

〇委員長（吉田和子君） 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） 減額した分を使う相手先を私は特定した方が、町民は削られた分がこ

こに使われているのだとわかるから、そういうふうにする方が政策的にはいいのでないのかと

いうことを言っているのです。そこだけ。  

〇委員長（吉田和子君） 三戸健康福祉課長。  

〇健康福祉課長（三戸功二君） そういう位置づけも含めながらの説明をさせていただきたい

なと、そんなふうに思います。  

〇委員長（吉田和子君） 飴谷町長。  

〇町長（飴谷長藏君） 実は、先日高齢者大学の卒業式がありまして、その席上で私の方から、

実は長寿祝金、温泉入浴券、そういうことで削減させていただきますと。私の方から、決して

ぜいたくな、そういう福祉の施策だとは思っていないと。ただ、これから町民カルテがこの何

倍もこれからかかっていきますと。ですから、本来それを実施するときにやめればいいのかも

わからないですけれども、これから一律の年齢による政策とか、そういうのは改めていきたい

のだということで、実は私も高齢者の集まるそういう機会には、もう何度かお話ししておりま

す。その席で質問はできる人いないのですが、できる限り多くの機会に、私もこの辺の趣旨を

きちっとお話ししたいなと。これから財源、もっともっと必要になってきますというお話もさ

せていただいています。私は、納得していただけるのではないかなと思っています。先ほど課

長からも言いましたけれども、広報等でその辺の趣旨もしっかり伝えたいと思っておりますの

で、ご理解いただきたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） ９番、吉田正利委員。  

〇９番（吉田正利君） 吉田です。この措置につきましては、現状の財政状況を判断すると十

分理解はできるのですけれども、将来的に財政改革の効果がある程度めどがついていく、ある

いはそれが効果点が明らかになってくるような段階で、例えばこの制度をもとに戻すという、

そのような考え方はいかがでございましょうか。  

〇委員長（吉田和子君） 三國谷助役。  

〇助役（三國谷公一君） お答えいたします。  

 この長寿祝金につきましては長い歴史がありまして、昭和48年から敬老年金という形でスタ

ートしておりまして、平成８年に対象人数もふえていきまして、このままでは立ち行かなくな

るということで、現在の年金から祝金という形に変えさせていただきました。その経過を踏む

中で、今日までいろいろとご説明していますけれども、そういった財政厳しい状況の中でこう

いう形をとらせたわけでございまして、平成８年に議論したときも、従来は70歳以上一律出し

ていたのですけれども、人生の節目節目という中でこういう形にさせていただく中で、その議

論の中では、人生節目のときであるから、米寿ですとか喜寿ですとか白寿ですか、こういう形
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にしてはどうかという意見もございました。経過を踏む中で75歳から５歳刻みでやっていたわ

けですけれども、やはり今こういう状況になりましたら、こういった本当の人生の節目の祝い

のときに出す祝金という形が望ましいのではないかなというふうに現在考えてございますので、

当面はこういう形で進めさせていただきたい。当面というか、こういう形にしますと、なかな

かもとに、将来の財政状況を考えますと、実質はできないのでないかと。こういう形に変えさ

せていただきたいというのが私どもの最終判断でございます。  

〇委員長（吉田和子君） ９番、吉田正利委員。  

〇９番（吉田正利君） そうしますと、いずれにしても将来的に財政の健全化の見通しがつい

てきても、この制度についてはもとに戻すことはないということで考えておられるのですね。  

〇委員長（吉田和子君） 三國谷助役。  

〇助役（三國谷公一君） 現状の中では、前回財政再建の総合対策もお示ししましたけれども、

新たな横出し、上乗せのサービスも原則しばらくできないということでございますから、当然

こう決めさせていただいた以上は、もとに戻すということは実質的に困難であろうというふう

に考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） ほかに質疑ございませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 質疑なしと認めます。  

 これをもちまして議案第33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（吉田和子君） 討論なしと認めます。  

 採決いたします。  

 議案第33号 白老町長寿祝金条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり決定

することに賛成の方は挙手を願います。  

          〔挙手全員〕  

〇委員長（吉田和子君） 全員賛成。  

 よって、議案第33号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  

                                           

    ◎議案第１０号 平成１６年度白老町一般会計予算  

〇委員長（吉田和子君） 議案第10号 平成16年度白老町一般会計予算を議題に供します。  

 恒例によりまして歳出から質疑に入りたいと思います。一般会計予算書100ページをお開きく

ださい。皆さんのお手元に質疑の区切りページの一覧表を配付してありますので、それに従っ

て進めてまいります。  

 一般会計予算の100ページ、１款議会費から118ページ、２款総務費、１項総務管理費、１目

一般管理費まで質疑のございます方はどうぞ。 

 ４番、鈴木委員。  



 8 

〇４番（鈴木宏征君） 105ページ、各委員会の報酬の件なのですが、これも行政改革の中で委

員会の報酬費の見直しというのは出ていたと思うのです。今年度もざっとですが、委員さんの

報酬を足してみたら900万円以上になるのです。かなり大きな額になりまして、これ予算全般の

話なのですが、この委員会の委員さんの報酬というのを見直すという考えがないのかどうか、

ちょっとお伺いします。  

〇委員長（吉田和子君） 白崎総務課長。  

〇総務課長（白崎浩司君） 今のご質問の部分は、項目としては特別職の報酬等審議会の中で

聞かれて。  

〇４番（鈴木宏征君） これに関連して、全部、いろんなところに波及しますので、まず一番

最初に出てきた、これで質問させていただいていいですか。  

〇総務課長（白崎浩司君） この予算の中の特別職報酬等審議会は、特別職、いわゆる町長、

助役と議会議員の報酬を定める審議会ということが全体なのです。  

 それで、今のご質問の中の、いわゆる非常勤特別職の報酬だとは思いますけれども、非常勤

特別職の報酬を定める審議会とか、そういうものは特にございません。いわゆる行革の中で報

酬の見直しということで、今、日額報酬、月額報酬、年額報酬ということになっていますけれ

ども、従前から言われているのは日額報酬の額を半日とか時間だとか、そういうもので検討し

たらどうでしょうかというようなことが来ていますので、他市町村でもそこら辺は検討の材料

として見直しもかけてきておりますので、これについては今後行革の中で見直しを図っていき

たいというふうに思っております。  

〇委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。  

〇４番（鈴木宏征君） この部分というのは、要するに考え方さえある程度まとまれば、行革

の中からも出ているわけですから、幾らでも早く決着をつけれる部分でないかなと思うのです。

要するに理事者側がこれでいこうと決めれば、もうそれでいくわけですから、だからなるべく

こういう……。いろいろなところに今手をつけているわけでしょう。今回も長寿祝金だとか温

泉入浴券ですか、そういうものまで手つけているわけですから、こういうところも早く手つけ

て、どうするかということを決めて、やっぱり早く決着した方がいいと私は思うので、ここら

辺も何か委員さんの報酬というのはやりづらいのかもしれないのですが、今後は報酬をくれる

から委員さんを受けるというようなことでないと思うのです。やはり協働のまちづくりもかな

り根づいていますし、そこに出てまちづくりに参加したいという、そういう方が出てきている

わけですから、この部分については早く決着した方がいいと思うのですが、そこら辺もう一回

お願いします。  

〇委員長（吉田和子君） 白崎総務課長。  

〇総務課長（白崎浩司君） 基本的に報酬は、決まり切った話ししますと、役務の対価という

ことで、今までの考え方も非常勤特別職になっていただきますと、業務についている方もいま

すし、それだけ自分の本職を割いて審議会に来ていただいていると。そういう見合いの額ある

いは審議会の役務に対する見合いの額ということで、最小の単位を日ということで支給してお
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ります。  

 今言われている部分と先ほど答弁した部分も含めて、いわゆる行革という見直しの考え方、

それを踏まえて、最小単位が日ですけれども、それでは果たして９時から５時まで実際審議会

やっているかということも、実情も踏まえた中で、それでは４時間以内では幾らだと、例えば

半日であれば幾らだと、そういうような決め方も当然あるのかなというふうに思っております

ので、今後早急に検討していきたいというふうに思います。  

〇委員長（吉田和子君） ２番、熊谷委員。  

〇２番（熊谷雅史君） ２番、熊谷です。107ページ、一般管理費の（５）番、総合賠償補償保

険経費であります。それから、もう一つ聞きたいのですけれども、一緒に聞いていいのですね。

この部分で、従前からいろいろ説明を受けているときに、例えば業務行政の中で車の物損だと

か道路のマンホールがぶつかっただとかというところの保険の経費だとは思うのですが、僕が

聞きたいのは、昨年十勝沖地震で太平洋団地で一時地殻変動がありまして、町道の絡みのトラ

フについては災害復旧費で修繕をされたという中身なのですが、実際民家でやっぱり傾いただ

とか、いろんなところの対応、これは要するに久慈参事のところで災害の対応があるというの

は聞いたのですが、保険という意味で、自治体が天災だとかなんとかで町民にかかわるところ

で、個人ということはわかるのですけれども、全体的に道義的にこれはやっぱり手をかしてや

らなければならないなという部分のところ出ると思うのです。その辺のところの保険対応とい

うのは考えられないのかということをまずお聞きしたいのです。  

 それから、もう一つは、115ページ、その他の一般経費で弁護士相談謝礼というのがありまし

て、額が５万3,000円ということなのです。今言った問題にも絡むのですけれども、いろいろそ

ういう法律的な問題の相談というのがあると思うのです、民事でも、いろんな部分で。これで

相談で５万3,000円というのは非常に額少ないな。後でこれは課長のところに聞きに行きますけ

れども、件数内容というのが少ないからこういう額なのだと思うのですけれども、そういう部

分の弁護士さんの謝礼を払うような項目というのは考えられないのか。この２点、お伺いしま

す。  

〇委員長（吉田和子君） 白崎総務課長。  

〇総務課長（白崎浩司君） まず、前段の総合賠償補償保険なのですが、これが委員さん言わ

れましたとおり、ここの部分に係るのは、先ほど言いましたけれども、施設だとか道路だとか、

いわゆる町の方に瑕疵がある場合に保険で補てんしますよというような経費でございます。  

 言われました天災の部分なのですけれども、今その天災等で災害をこうむった部分について

は、生活環境の方で、いわゆる建物であれば全壊、半壊とか、そういう程度によって見舞金と

いうような対応をしていますけれども、今現在のところ天災で町の方が補償するというような

仕組みの制度といいますか、そういうのは今のところ制度としてはないというような現状です。  

 それから、弁護士の謝礼なのですが、今ちょっと手元に細かいやつを持ってきていませんけ

れども、町の方の訴えとなったときに、今のここの予算上では今までの実績を踏まえて相談費

用ということでのせておりまして、今手元で年間何件かというのはちょっと押さえていません
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けれども、それについては後ほどお答えいたしたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） ２番、熊谷委員。  

〇２番（熊谷雅史君） 詳細はわかるのです。そういうことだと思うのです。ただ、僕の言い

たいのは、そういう部分で制度はそうなっていますよということはわかるのです。ただ、こう

いう部分のところで町の瑕疵で対応している保険料をこういうふうに計上するということであ

れば、もうちょっと広げて、額も多くなるか、これ逆行するのかもしれませんけれども、やは

り安心、安全、安定というキーワードもあるわけですから、その辺を考えてやってもらいたい。

これについて見解を聞きたい。  

 それから、弁護士については、事例があったときの相談だと言っていますけれども、僕はこ

れからの行政の内容というのは、いろんな部分の訴訟というのですか、考え方がいっぱい出て

くると思うのです。これは、もう少し弁護士さんと密な関係を得る意味でも、謝礼ではなくて、

変な話ですけれども、これも財政にはちょっと逆行するのかもしれませんけれども、きちっと

した、やはり委託というか、その枠組みをとらえた方がいいのではないかなと思うのですけれ

ども、この二つ、お答えいただきたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 白崎総務課長。  

〇総務課長（白崎浩司君） 最初の天災等々の補償という部分ですけれども、いわゆる町に瑕

疵があると、そういう部分では町の方としての補償といいますか、そういう部分はわかっても

らえると思うのですけれども、今天災で、いわゆる地震保険とか、そういう部分は現状のとこ

ろは個人の責任の中で保険に加入してもらうというようなことになっておりますので、それを

町の方で天災を含めてそういう制度があれば検討いたしますけれども、今の現時点ではそこま

で町が入るというような制度もないものですから、現状のままで考えていきたいと。  

 それから、弁護士の謝礼ですけれども、今言われた委託云々ということがありますけれども、

現状としてそういうふうに町が何回も訴訟を受けるとか、そういう部分がございませんので、

現状の回数等を比較しまして、１回当たり幾らと、何時間で幾らというような謝礼で、現状の

ところは対応していきたいというふうに思っています。  

〇委員長（吉田和子君） 18番、加藤委員。  

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤です。117ページの町制施行50周年記念事業について伺いた

いのですが、計画書を前もって配付されていますから、見ればわかるのですが、大きなものだ

けでも説明をいただきたいのと、それから50周年にしては、白老町を全国的にも知らしめると

いう何か、例えば公的なもの、ＮＨＫのテレビ等を利用するような方法がなかったのかどうか。

よく見ていると、そういうときに各地区に行って、町制50周年ですよというようなＰＲをして

いるのが、例えば「のど自慢」なんかよくやっているのが見受けられるのです。今になってか

らＮＨＫで頼んでも間に合わないのかもしれないけれども、そういうことは企画されなかった

のかどうか。でき得れば、こういう機会に全国的にＰＲするような方策を考えてよかったので

はないのかなと思うのだけれども、それらも含めてお聞かせ願いたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 白崎総務課長。  
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〇総務課長（白崎浩司君） それでは、町制施行50周年記念事業ということで、議会の初日に

今言われました事業計画書を配付させていただいております。一つ目の大きなものだけでも説

明ということなものですから、この場をかりましてちょっと説明させていただきます。  

 町制施行50周年記念事業につきましては、昨年の10月14日、記念事業の実行委員会を設置い

たしました。６部会にかけまして、各団体等から出ていただきまして、事業を検討していただ

きました。各界各層から23名、それから役場の関係職員ということで34名を加えまして、６部

会で各事業を検討していただいたと。各部会ごと、何回か開いていただいて、あわせて全体会

議というようなことでいきまして、ことしに入りまして１月27日、最終的に実行委員会を開い

て最終案ということでまとめました。  

 当初から、これに係る経費を総額どの程度持とうかというようなスタートの段階のお話があ

りまして、ある程度財政的な状況を考えまして、一般財源の持ち出しといっても1,000万円程度

というようなお話の中でスタートさせていただきました。ちなみに、40周年のときは総事業費

だけで考えますと5,800万円というような金額でスタートしましたけれども、今回は補助金を含

め、一般財源を含め1,300万円の事業経費ということでおさめさせていただきました。  

 この中で主なものということなものですから、考え方としては町民とともに考え、町民みず

から参加することを基調にしまして、企画の段階から実施まで皆さんの参加や町民のお手伝い

をいただいて、町民が参加できる手づくりの事業を行うというような考え方で各部会検討して

いただきました。  

 この事業計画の１ページ目には、40周年から50周年の10年の間でアイヌ文化都市イオルの指

定を受けたということを踏まえて、一昨年アイヌ民族文化祭を行いましたけれども、もう一度

アイヌ民族特別展と、いわゆる文化祭ですけれども、これも子供を踏まえた中で実施していき

たい。これは、金額も書いていますけれども、積算の内訳は説明省略いたしますが、総額で50

万円程度でウタリ協会補助と。  

 それから、子供の参加ということでは、子供の演劇鑑賞事業、これを子供たちの総合的な学

習としての位置づけで体験学習と鑑賞を兼ねて実施していきたいと。これにつきましては、64

万円ほどかかりますけれども、道教委の補助が24万円、これに入っているということで、子供

の芸術鑑賞ということで演劇を持ってきたと。 

 それから、仙台藩の元陣屋資料館、これが開館20周年を迎えるということで、あわせて50周

年記念事業の中に組み込みまして、陣屋の方の150年の歴史を持つアカマツなのですが、立って

いるのが残り１本だけですけれども、倒木したアカマツを今乾燥していますので、そのアカマ

ツを使って、いわゆる記念品をつくっていきたいと。これについては、最終的にどういうもの

かということはなっていません。計画の段階では、例えばこけしとか絵馬とか手形とかそうい

うものを、これは町内の木彫家といいますか、芸術家の集団がございますので、そこにもお願

いしてつくっていきたいと。それと、陣屋の20周年記念特別展ということでは、いわゆる北方

警備でこちらに来た仙台藩の動き、それから明治から平成に陣屋に携わってきた人々を紹介い

たしたいということで95万6,000円です。  



 12 

 次ページですが、チャレンジデー2004、昨年チャレンジデー2003ということで実施した事業

ですが、これは町民が全員参加できるというような事業で、５月の最終水曜日にスポーツを行

った参加率を競うと。15分継続してスポーツを行うということで、その参加率を住民で割り返

して全国の、ちょっと今数は押さえていませんですけれども、対戦相手を決めてそれを行うと。

昨年初めて参加しましたけれども、ことしも参加すると。  

 それと、北海道中学生軟式野球黒獅子旗記念大会、これは前もご説明している部分ですけれ

ども、全道各地から16チームを招待した中で、いわゆる野球のまち白老の記念大会ということ

で実施したい。これは、50万円ほどで体協へ補助いたしたいと。  

 それから、高齢者大学が30周年を迎えるということで、これの記念式典と講演会、それと

「老松」を発行していますけれども、これの増刷分ということで36万5,000円、これにつきまし

ては経常費の中で計上済みです。  

 今大まかなものとということで、ちょっと説明長くなりますけれども、これの金額ついてい

る部分でいきますけれども、詳細がもしかあれば担当の方でお答えいたしますけれども、事業

名だけ言わせていただきます。スカイスポーツフェスティバル、それから記念パンフレット作

成、それとＪＲ北海道ヘルシーウオーキング、これはウオーキング、食、温泉を連携させたイ

ベント。それから、地産地消シンポジウム、これは食材王国白老の今後のあり方を考えるシン

ポジウムを開催する。  

 それから、次の４ページになりますけれども、ちょうど真ん中辺に町制施行50周年記念式典

を行いたい。これは、10月の17日開催を予定しているということで、これにつきましても関係

者を参加いただいた中で開催いたしたいと思っています。それとあわせて、その下にあります

けれども、環境都市宣言をこの式典の中で行いたいというふうに考えております。  

 それと、５ページ以降は冠事業ということで、各団体が協賛事業として行うというものに補

助を出すものでございます。例年やっている事業の追加と、それと後段の６ページ以降は例年

各団体が行っている事業に協賛という形で行っていきたいと思います。  

 それと、７ページの方には、社会人野球のクラブ選手権だとかマスターズの水泳競技大会が

新たな事業として組まれております。また、別な経常経費をのせておりますけれども、シラオ

イハウスの日本文化支援事業ということで計画をしてございます。  

 それから、８ページにいきますと、これも和牛生産改良組合の設立50周年ということで、記

念誌を発行いたしての30万円の助成。  

 それから、元気まち港まつりの協賛事業として帆船の「日本丸」寄港に対して実行委員会へ2

50万円。  

 それと、９ページにいきますと、福祉大会開催支援事業ということで、社協が行っている隔

年で実施している事業に協賛事業ということで、社協へ40万円の補助を追加して実施してまい

ります。  

 それと、先ほどＮＨＫテレビの「のど自慢」等々のお話もありましたけれども、今回「のど

自慢」も計画の段階でＮＨＫと協議させていただきましたけれども、会場の関係で開催ができ
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ないというようなことがあったものですから、ここに９ページの３番目に載せていますけれど

も、ＮＨＫのラジオになるのですが、公開録音「真打ち共演」ということで、これは落語、漫

才等に来ていただいて、地域住民の方に聞いていただくと、娯楽の提供を行うということで考

えております。  

 今回冒頭でお話ししましたけれども、財政的なこともありまして、全国大会とか、大きな大

会の招聘は非常に難しかったということと、全国的にも知らしめるということでの全国放送の

テレビ、ラジオ等々を当初の段階である程度交渉はしていたのですけれども、先ほども言いま

したけれども、実際には会場等の関係で開催できなかった。ラジオ番組、これはＮＨＫの方で

お話を詰めまして、これだけは持ってきたということでございます。  

 大ざっぱな説明になりますけれども、以上です。  

〇委員長（吉田和子君） 13番、斎藤委員。  

〇13番（斎藤征信君） ただいまの50周年記念に絡んでちょっとお伺いいたします。  

 少ない予算で盛大にやろうという、その試みというのはこれでいいのかなというふうに思い

ますが、それだけに年間を通じてそれぞれやってくるものを全部あわせて記念事業にしようと、

こういうことなのだろうなというふうに思うのです。それだけに、目玉になるものは何なのか

という、そこのところが問題だと思うのです。本当に式典だけやったら、あとはふだんの事業

のままで、それで後消えてしまうということになれば、何かやっぱり50年という大きな節目の

中で後世に残っていく、ああ、あのときこうだったよなと、それを見ながら思い出すような、

そういうようなものというのは普通節目にはあるわけですけれども、そういうものというのは

どこにあるのか、そのことを教えてください。  

〇委員長（吉田和子君） 白崎総務課長。  

〇総務課長（白崎浩司君） 私どもも、いわゆる１世紀の半分の50年ですから、それなりに盛

大にといいますか、開催すべきな節目の年だと。30とか20とか、そういうのでなくて50ですか

ら、非常に意義のある周年の年だなというふうには当然考えております。  

 そういう中で、非常に厳しいスタートの予算額の中で事業を考えていかなければだめだと。

この中では、先ほども質問がありましたけれども、白老というものを全道へ、あるいは全国へ

名前を知らしめるといいますか、ＰＲするというような事業も当初は計画をしておりましたけ

れども、いかんせんそれなりの経費がかかるというような中で、それも大きなものはなかなか

難しいよという中で、やはりある程度絞った目玉の事業ということで、すべてのものには経費

はかけられませんけれども、絞った中でというようなことで計画いたしました。  

 今回10月17日に式典を行いますけれども、先ほど言いました８ページの帆船「日本丸」の寄

港がその時期にちょうど期間がぶつかるというようなことなものですから、いわゆる記念式典

を行って、その後に帆船を見学してもらうといいますか、そういう中で当日式典前後には「日

本丸」を町民の皆さんに見学してもらうというふうに思っています。  

 ただ、先ほど委員さんが言われました後世に残る、例えば記念になる、残るとか、そういう

ものはお金をかけた中ではちょっと計画の中に入っていませんけれども、式典の中で50年の歩
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みのビデオの撮影だとか、それから先ほど言いました150年の歴史を持つアカマツの記念品をつ

くるだとか、その程度の、モニュメントを建てて町制50年の祝いだよというような大きな経費

をかけて後世に残るものは実際にはこの計画の中に入っていませんけれども、先ほどの意義の

あるアカマツ細工だとか、ビデオだとか、そういうもので残す程度の計画になっております。  

〇委員長（吉田和子君） 13番、斎藤委員。  

〇13番（斎藤征信君） 斎藤です。それだけに、イベントをたくさんやると。だから、そうい

う体験を含めて白老に来てくださいというＰＲは物すごく大事になるのだろうなというふうに

思うのです。だから、それをしっかりやってほしいなと思うのと、それから例えばの話、この

アカマツの倒木をうまく利用して、これを記念に残していこうという、これもおもしろいアイ

デアだなというふうには見ていたのですけれども、金額見ると１個当たり、110点つくったら1,

000円くらいにしかなりませんか、製作費が。そうすると、さほど後に残るものというのはつく

れないということになるのでしょうか。家具なんかも書いてありますけれども、これをつくっ

て販売してしまうのか、それとも記念に残しておくのか。白老の木として大事なアカマツを保

存していく、何かの形にして残していくというような、そういうようなつもりはなかったのか

どうなのかという、そんなこと。それは、どうでしょう。  

〇委員長（吉田和子君） 白崎総務課長。  

〇総務課長（白崎浩司君） アカマツ細工につきましては、今の計画の段階で話ししているの

は、今倒木したものを１メートルぐらいの感覚で切って乾燥させているというような状態です。

ですから、木そのものを使って何メートルのものをつくるというのは今物理的に無理なのです

けれども、そういうものをつくって、先ほど言いました町内の木彫家の方にお願いして自分の

作品をつくってもらうと。大きなものですね。それから、仙台地方のこけし展を二、三年前に

やりましたけれども、そのこけしを、仙台地方にちなんでといいますか、そのこけしの作成も

計画しています。大きなものとしては、そういうような作品だけで、他のものは記念品で小さ

いものをつくっていこうと。それから、そういうものを陣屋の資料館でも一般の方に販売いた

したいと、そういうふうに考えています。  

          〔「販売しちゃうんですね」と呼ぶ者あり〕  

〇総務課長（白崎浩司君） 記念品で使うという部分と、それから残ったものは資料館の方で

一般の方にも販売をするというように考えております。  

〇委員長（吉田和子君） 13番、斎藤委員。  

〇13番（斎藤征信君） あと関係ある問題として、この記念事業を通して環境宣言、これ後で

もまた出てくるのですけれども、宣言を行うと。10月に宣言をやって、そして11月に中間発表

としてセミナーをやると、こういうような予定になっておりますよね。実際には、計画という

のは、中間までやっておいて、いつまでに仕上げようという日程が組まれているのかどうなの

か。そして、その後条例ということも考えているのかどうなのか、そのあたりお伺いしたいな

というふうに思うのですが。  

〇委員長（吉田和子君） 二瓶生活環境課長。  



 15 

〇生活環境課長（二瓶 充君） 環境基本条例と基本計画、ちょっと入り組んでいますけれど

も、前にもこちらの方で説明していますが、条例についてはことしの６月の定例会に提案する

という形で進めているということです。それで、基本計画の方につきましては、同時並行なの

ですが、今斎藤委員おっしゃいましたとおり、10月、11月ぐらい、中間報告という形で町民の

方々にご意見をお聞きすると。そして、その意見を聞いたものを反映させた形で、努力目標と

しては年度内に、来年の３月までには完成させたいというふうに考えております。  

〇委員長（吉田和子君） ７番、西田委員。  

〇７番（西田祐子君） ７番、西田です。町制50周年の記念事業のことについて、しつこいよ

うですけれども、お伺いさせていただきます。 

 町制50周年の各事業の中で、白老町の子供たちがどのようにかかわっていらっしゃるのか。

特にこの事業の内容を見ましたら、自分がもし子供だったら、30年後、40年後、50年後、そう

いえば白老町で50周年記念事業をやったよねと思い出に残る事業が特に見えないのです。せい

ぜいと言ったら失礼ですけれども、船が来るから乗ったかなと、見たかなと、その程度しか残

らないのではないかなと。やっぱり白老町の未来というのは、子供たちがこの町をどのくらい

大切に思うかということが大きくかかわってくると思うのです。そのためにも、子供たちがた

だその記念事業に参加するというのではなくて、子供たちが主体的に何かを考えて、自分たち

で何かを、50周年だから、今回だけ特別なのだよという形で具体的に何かかかわれるような事

業があるのでしょうか。それと、もしあるとしたらどんなことがあるのかということと、もし

ないとしたら、これから考えられるのかどうかお願いいたします。  

〇委員長（吉田和子君） 白崎総務課長。  

〇総務課長（白崎浩司君） 先ほども言いましたけれども、基本的には町民とともに考えて、

町民がみずから参加する事業というようなことを基調に事業計画してございます。子供が参加

できる事業といいますと、これが直接他に参加するのと、それから企画段階から入って体験し

てやるという事業があろうと思いますけれども、多分今委員さんが言われたのは後段の部分で、

要するに心に残るとか、自分たちも体験してやったとか、そういうような事業が少ないのでな

いかというようなご質問なのかなと思いますけれども、まず子供たちが直接その事業に参加で

きるというのは、単純に参加申し込みして参加するということを含めて、例えば１ページで言

えばアイヌ文化祭、これは子供の演奏会も含めて子供たちが出演するというようなことで考え

ています。それから、子供の鑑賞事業も、これは先ほども言いましたけれども、いわゆる体験

学習と鑑賞を兼ねてということで、子供たちが例えば舞台づくりだとか、そういうものに最初

から参加してやっていただくと。それから、ほかにも、例えばチャレンジデーだとか、それか

ら野球大会も中学生が参加すると、それからスカイスポーツフェスティバルにも子供たちが参

加すると。それから、記念植樹祭、これは50周年を記念して親子ともどもで参加できる企画を

考える。それから、キャッチフレーズの方も各学校を通して、今300点近く、もう来ていますの

で、それも例えば子供たちの作品がキャッチフレーズに選ばれれば子供たちの非常に記念にな

るというふうに思っていますし、それから例年の事業としてのウオーキングを初め、教育委員
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会で行っている各種事業ですけれども、これについても例年の事業ではございますけれども、

子供たちがそれに参加して鑑賞していただける、そういうような形では、考えとしてはこれか

らの子供たちを巻き込んで事業を行うというふうには各段階で企画の方で考える。企画の方で

というのは、各部会の方で企画する段階で考えていくというふうに思っています。  

 何回も言っていますけれども、やはりこれからの子供たちに町を知ってもらう、町を愛して

もらうという、そういう中では子供たちがそれに自主的に参加して、主体的に参加できる事業

を、これから当然詳細を詰めていきますので、その段階では当然子供を意識しながら事業を企

画していきたいというふうに思っています。  

〇委員長（吉田和子君） ７番、西田委員。  

〇７番（西田祐子君） ７番、西田です。そういうふうにしていただけるのは大変ありがたい

のですけれども、今の説明の中ではどうしても役場側とか大人側が考えて、これをやってくだ

さいという形で、ひな形つくって子供に渡しているのです。私が言いましたのは、そうではな

くて、例えば各学校でみんなで、町制50周年だから、この緑丘小学校で何かやろうよ、虎杖浜

小学校で何かやろうよ、そういうことをぜひ企画、検討してほしいということなのです。それ

を、例えば白老町の虎杖浜小学校から社台小学校まで全部で集まってマラソン大会やってみる

とか、ことし１回きりのことだけれども、何か思い切ったことを、ぜひ子供たち自身の中から

も意見というか考え方を取り入れて、お金はそんなにかからないと思うのです。そういうこと

もぜひ検討していただけないかということなのですけれども。  

〇委員長（吉田和子君） 白崎総務課長。  

〇総務課長（白崎浩司君） いわゆる事業としてはこういうことで計画しますけれども、今委

員さんが言われた部分としては、経費をつけて事業を企画するとか、そういうことでなくても、

今事例として出しましたけれども、マラソンをするだとか云々というのは、ファミリーマラソ

ンもありますし、企画としてはですね。だから、その中に例えば50周年の位置づけの中で、そ

れでは全校で皆さん参加しましょうとか、これはこれからの中で、いわゆる学校行事を含めて、

社会教育事業を含めて、これから計画の段階でも校長会を通した中で子供たちの企画参加する

事業、これについては今の予算の中での経費を使わないで、少額で、あるいは既定予算の中で

協賛事業ということの検討は当然していけれると思いますので、こういうことも踏まえて実行

委員会の中でも検討していきたいと思います。 

〇委員長（吉田和子君） ほかにございませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） なければ、次に進みたいと思います。  

 118ページ、２目姉妹都市費から126ページ、９目車両管理費まで質疑のございます方、どう

ぞ。  

 10番、宗像委員。  

〇10番（宗像 脩君） 10番、宗像です。１点だけお伺いします。  

 118ページ、２目姉妹都市費の項目のシラオイハウスの件ですけれども、ことしこのシラオイ
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ハウスがケネルにできるという話は聞いております。そこで、そのケネルとの交流の具体的な

内容がもしきょう現在わかっておりましたらお知らせをいただきたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 岩城企画課長。  

〇企画課長（岩城達己君） シラオイハウスの関係でございますが、きょう現在ケネル側とい

ろいろ協議している中では、一応９月上旬に白老町から代表団が行くということでお話を今進

めているところでございます。町側からは、この予算にございますように、理事者、それから

議会側、それから随行職員３名、それから町民約40名というふうに考えてございます。それは、

これから町民の方は公募という形になるのですが、特にシラオイハウスという記念する建物が

ことし９月、今のところ４日をケネル側は日にち的に考えているということなのですが、オー

プニングセレモニーに代表団がそこに入ってセレモニーを開催すると。特に日本間を建設する

という部分が今回白老側から支援する形になります。床の間ですとか障子、ふすま、畳といっ

た部分を町の方から支援する形になるのですが、これを記念した中で白老町の文化交流という

中で日本舞踊ですとか、お茶といった部分もぜひ参加してほしいという意向も伝わってござい

ますので、そういう中で交流していきたいというふうに考えてございます。 

 以上でございます。  

〇委員長（吉田和子君） 10番、宗像委員。  

〇10番（宗像 脩君） 今の説明で大体わかったのですが、学生、小中高校生の参加はどうい

うふうになっているのか。今一般は40名というお話でしたけれども、それよりふえたら、一般

の方もふえたりなんかした場合にはどうなるのかな。その辺、参加希望なんかわかりましたら

お願いいたします。  

〇委員長（吉田和子君） 岩城企画課長。  

〇企画課長（岩城達己君） 今40名とお答えした部分は、一般枠も含めての40名でございまし

て、今のところ考えているのは大人中心、夏休み期間とちょっと違うという部分もあるわけな

のですが、そういう中でどうしても子供さんも参加したいという部分が出てくれば、その辺は

ちょっと調整していきたいなと。いずれにしても、５月１日から広報等を通じまして広く募集

の方をかけていきたいというふうに考えております。  

 以上でございます。  

〇委員長（吉田和子君） 18番、加藤委員。  

〇18番（加藤正恭君） 121ページ、13節委託料、これ昨年も私聞いたのですが、総合健診、人

間ドック委託料、これは白老の町立病院を使ってくれと昨年も申し上げたのですが、幾らかで

もふえているのかどうか。その実態はどういうふうになっているか伺いたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 白崎総務課長。  

〇総務課長（白崎浩司君） 加藤委員には、昨年も総合健診のことのご質問ございました。今

実態、ちょっと資料持っていませんけれども、経過だけ、13年は町立病院で健診を受けた方が3

4名、14年度が35名、15年度についてはまだ集計できておりません。いわゆる町立病院をという

ことでのご質問、例年受けていますけれども、また同じような答弁になってしまうのですけれ
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ども、町立病院の方の受け入れが毎週水曜日、３名というような実態、それと各職員がやはり

従前からかかっているところ、あるいは今までの毎年毎年のデータが残っているというところ

で、なかなかこちらの方も衛生委員会を通して町立病院へというようなお話ししているのです

けれども、職員がすぐ、それでは私病院を、健診場所を変えますよというのは、非常に実態と

しての数字としては難しいのが現状なのかなというふうに押さえています。 

 ただ、当然言われる意図はわかりますので、そこら辺も今後も含めて、やはり受け入れ態勢、

あわせて地元の病院ということも踏まえて、今後も職員には周知していきたいというふうに思

います。  

〇委員長（吉田和子君） 18番、加藤委員。  

〇18番（加藤正恭君） 加藤です。我々も一生懸命町立病院を利用してくださいというふうに

町民にもいろいろとお願いもしているし、我々も家族を含めて、ほかの病院へ行かないで町立

病院をあれしようというふうに努力している姿もあるので、しかも町の職員たるものはできる

だけ、いろいろとデータが札幌に集積されているから、なかなかあれだとか、曜日の関係だと

かと、そういういろんな事情はわかるのだけれども、34名、35名、恐らく15年度もそんな程度

なのだろうと想像するのですが、300人もいる中で、できるだけ町立病院を利用していただきた

いというのが我々のお願いなのだけれども、そのあたりからも町職員の意識というものが変わ

っていないのではないかという気するのだけれども、職員といえども体は自分のものだから、

自分の自由にしてもらいたいという気持ちはよくわかります、当然。好きな病院へ行きたいと

いうのは、それまでは制約できないとは思うのだけれども、そういう意識改革ができていない

のでないかなというふうに、何回もこうやって質問しながら考えるのだけれども、そのあたり

もう少し10人でも20人でもふえるような、そういう意識改革をしてもらいたいと希望するのだ

けれども、課長がそう思っても、ほかの人たちがそういかないのであれば仕方ないのだけれど

も、そのあたりはどのように考えておられるかな。助役さん、そのあたりどうですか。  

〇委員長（吉田和子君） 三國谷助役。  

〇助役（三國谷公一君） 私が答えても大体同じような答弁になってしまうのは大変申しわけ

ないのですけれども、職員の意識という意味では本当にわかるのですが、加藤委員から予算審

査、それから決算特別委員会でもいろいろとご意見いただいています。努力しているのです。

院長先生ともお話をさせていただいているのですが、正直申し上げまして、病院側の受け入れ

態勢というものもございます、先ほど総務課長言いましたように。衛生委員会にも院長に出て

いただいて、その辺のお話もさせていただいていますし、我々も職員に対してそういうお願い

しているわけですけれども、本当に強制はできないのですけれども、あくまでも職員に対して

町立病院をということでお願いしているのです。今後ともそういうことで、衛生委員会等を通

してそういうお願いはしてまいりたい、そういう努力をしてまいりたいというふうに考えてお

ります。ご理解ください。  

〇委員長（吉田和子君） 西田委員。  

〇７番（西田祐子君） 総務費かどうか……  
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〇委員長（吉田和子君） ページ数。  

〇７番（西田祐子君） ページ数というのがないものですから。  

          〔「なかったらだめ」と呼ぶ者あり〕  

〇７番（西田祐子君） わかりました。  

〇委員長（吉田和子君） 自分で確認してみて……どこに当てはまるのか、確認をしてから。  

〇７番（西田祐子君） ここの中に入っていないものですから、こういうことはしないのです

かということを聞きたかった。  

          〔「後から、休憩のときに聞きます」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（吉田和子君） 後でちょっと打ち合わせしてください。  

 １番、小西委員。  

〇１番（小西秀延君） １番、小西です。119ページの13委託料の中で地域ＩＴリーダー育成業

務委託料というの、この辺の事業をちょっと教えてほしいのですが。  

〇委員長（吉田和子君） 終わったのです。２目からですから。  

 後から、もう一度全般でありますので、そのときに質問してください。  

 17番、及川委員。  

〇17番（及川  保君）  129、いいのですよね。  

〇委員長（吉田和子君） だめです。  

〇17番（及川  保君）  失礼しました。  

〇委員長（吉田和子君） ページ数、しっかり確認していただきたいと思います。  

 ほかにございませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） なければ、今のところは終わりたいと思います。 

 暫時休憩をいたします。  

          休憩 午前１１時０５分  

                                           

          再開 午前１１時１５分  

〇委員長（吉田和子君） 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 ナンバー３から始めます。128ページ、10目企画調整費から138ページ、18目諸費まで質疑の

ございます方、どうぞ。  

 17番、及川委員。  

〇17番（及川  保君）  129ページ、10目の企画調整費です。この中の千歳・苫小牧地方拠点都

市地域整備推進協議会、この負担金が10万円となっているのです。これは、例年のとおりなの

ですけれども、この地方拠点都市というのは平成４、５年ですか、鳴り物入りで非常に有効な

手段としてまちづくりができると。議会も挙げて非常に期待したものなのです。今駅裏含めて

何とか整備がなされるのでないかという思いで実はいたのですけれども、これがまちづくりに

とっては非常に重要なものであると、位置づけられてはいると思うのですけれども、今どのよ
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うな状況になっているのかお聞きしたいなと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 岩城企画課長。  

〇企画課長（岩城達己君） 千歳・苫小牧地方拠点都市整備事業の関係でございますが、この

協議会は現在の状況は平成15年度に基本計画の再度見直しを行いまして、いわゆるアクション

プランというものを現在策定、今月中にまとまる予定でございます。この中身と申しますのは、

既に以前計画されたものをもう一度見直しをかけていっているわけでございますが、白老町の、

特に白老駅の北側を中心としたエリアばかりではなくて、白老町全町に対するいろんな関連施

策、例えば国道の整備があったり、道道の整備があったりと、関連する部分もこの計画の中に

位置づけされてございまして、そういう部分で拠点都市の位置づけがされていることによって

事業展開を早く進めてほしいとか、そういった部分の一翼も担っております。そのアクション

プランの中身には、特に単独事業で事業展開する部分も計画の中に盛り込んでございまして、

そういった部分は起債対象事業になっていくという部分もございます。さらには、中核イオル

の関係でございますが、白老町に中核イオルが誘致決定したという部分も、白老町がこの拠点

都市の指定区域にあるということも大変重要な役割を果たしたという部分もございます。  

 今現在、駅北をすぐどうこう整備するということではなくて、拠点都市という指定になって

いるまちとして事業展開できるものは何があるかという部分をその計画の中に盛り込んで、起

債事業に対応するだとか、そういった補助金等も今後またいろいろ出てくるかもしれません。

そういった部分で、拠点都市に指定されているというところをやはり有効活用していきたいと

いうふうに考えてございます。  

 以上でございます。  

〇委員長（吉田和子君） 16番、谷内委員。  

〇16番（谷内 勉君） 16番、谷内です。129ページのアイヌ文化振興に係る総合的人材育成事

業、この件について、もう少し詳しく説明していただきたい。  

〇委員長（吉田和子君） 久慈生活環境課参事。  

〇生活環境課参事（久慈幸男君） アイヌ文化振興に係る総合的人材育成事業でございますけ

れども、これは15年度からやっております緊急雇用対策の一環としてやってございまして、そ

れで16年度も緊急雇用対策の全額補助を受けて事業を展開するというふうに考えております。  

 それで、これはことしもそうですけれども、アイヌ民族の伝承者の育成を図っていくと、そ

れと新しい伝承者を発掘して、そして育成をしていくのだと、そういう前提の中で財団に委託

してそういう事業を今展開しようとしております。  

 それで、16年度は、例えば白老にアイヌの歌があるのです。それの楽譜を研究者に頼んで採

譜作業をやろうかというのが一つでございます。それから、祈りの言葉がございまして、その

祈りをアイヌ語で訳するというような作業もやるということがあります。それから、今財団で

公開事業で、入って、踊って、解説してと、そういう一連の流れありますけれども、そういう

公開のプログラムをもう少し検討しようではないかということを、そういう専門の人たちに委

託して、そういうプログラムをつくろうではないかということもございます。それから、古老
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から聞き取り調査をして、それをテープ起こしをして、そしてそれを活字化にしていくという

作業もございます。それから、もう一つは、アイヌ文化の学習指導員といいますか、こういう

人を養成をしていこうということもございます。それから、もう一つは、うちが地域イオルの

中核に選ばれたということで、イオルのフォーラム、これを開催するというようなことで、総

体的に財団に全額委託をして、そういう事業を展開していくというようなことになっておりま

す。  

 以上でございます。  

〇委員長（吉田和子君） 18番、加藤委員。  

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤です。私もこの点、ちょっとお聞きしたいのですが、3,997

万5,000円、全額道費ですね。非常に珍しいケースだと思うのですが、こういう企画というのは、

イオルの問題と関係あってこういうものが出てきているのか。こちらから要求することによっ

て、こういう予算がついたのか、道の方から来たものか、そのあたりはどういう認識を持って

おられるのか伺いたいと思うのだけれども。  

〇委員長（吉田和子君） 久慈生活環境課参事。  

〇生活環境課参事（久慈幸男君） これは、今私の方から申し上げましたように、国の緊急雇

用対策事業の一環として財団といろいろ協議してこういう事業を展開すると、こういうことで

ございます。  

〇委員長（吉田和子君） 18番、加藤委員。  

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤です。道を通じて国から来た予算と、こういうことなので

すが、いろんな予算というものがあると思うのだけれども、こちらの方から要望してついた予

算と、それから国の方から押しつけという言葉はちょっと語弊がありますが、来るのだからい

いのだけれども、そうすると途中でしり切れトンボになってしまう。こっちからお願いしてい

ることで予算化する、うちらでも何ぼか持ちますよというようなものと、100％国、道から来て、

ただそれを消化すればいいと、そういう失礼な言葉ではなくて、消化すればいいのだ、予算が

来るからこうすると、こういうような考え方とあると思うのだけれども、打ち切られたらそれ

で終わりになってしまうわけです。そのあたりはどのように考えておられるのか。  

〇委員長（吉田和子君） 久慈生活環境課参事。  

〇生活環境課参事（久慈幸男君） これは、政策的な事業ということで、この事業を展開する

ためにいろいろ財団と我々と協議して、そして国の方に申請をして、国の方で許可を得て補助

金をもらった、こういうことでございます。ですから、聞きますと緊急雇用対策事業は、とり

あえず第１次が平成16年度で終わるという話です。第２次が17年度から新たに始まるというこ

とですから、またそのときに新たな展開を町の方から要請をしてやっていきたいと、こう考え

ております。  

〇委員長（吉田和子君） 13番、斎藤委員。  

〇13番（斎藤征信君） 128と138と２点お伺いしたいのですが、まず一つは企画課の方にちょ

っとお尋ねしたいのですが、道道石山通り、ことし完成するみたいですけれども、そこから港
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へ抜けていく道路の工事がありますね。その予定というのは、用地が全部買収が終わっている

のかどうなのかということと、ことしどういう工事が始まるのか、そのあたりどういうことに

なっているのかお知らせいただければと思います。オーバーブリッジも含めて。  

 それから、もう一つ……  

〇委員長（吉田和子君） 今のは128ページのところという意味ですか。  

〇13番（斎藤征信君） 道の仕事ということで、ここのところ企画課の方で話聞いていいので

はないですか。  

〇委員長（吉田和子君） あと138ページの方どうぞ。  

〇13番（斎藤征信君） 138ページ、これ情報間違っていたら私謝ります。自衛官募集事務経費

のところで、この間「いきいき４・６」で自衛官の入隊激励会、名称違っていたかもしれませ

んけれども、そういうのがございました。それで、そのときにこういう話があったのです。連

合町内会の役員の方々がいろいろなお手伝いをしていたと。どういうあれでやっていたのかわ

からないのだけれども、何かおかしくないかと。連合町内会とその式典はどういう関係だった

のだろうかという、そのあたり話が出ていたのですけれども、それが事実かどうか私確かめら

れなかったものですから、関係者にお聞きしたいのです。  

〇委員長（吉田和子君） 煤孫助役。  

〇助役（煤孫正美君） それでは、港に行く道路、石山西通りですけれども、これは北海道の

路線なのですけれども、以前に議会の方でご質問ありましたときに用地問題がまだ整理されて

いないのでということでお話しした経緯がありますけれども、実はまだ用地問題が整理されて

いないということで、実は今月の下旬に、さらに北海道と今後についてどうするかということ

の協議の場を持つわけですけれども、経過につきましては、以前にお話ししたように、やはり

用地の所有者の内部的な事情によりまして、まだできないでいると。私どもの方では、町とし

ても、北海道事業でありますけれども、やはり弁護士等、それから裁判所等、それからそうい

うところに出かけていって、白老町の事情を説明して、一刻も早く整理つけていただきたいと

いうことでお願いはしたのですけれども、あくまでもこれは個人的な財産の問題であって、や

はり本人の方々がこの問題を整理しなければ、これ以上進展がないということで、今いろいろ

なそういう関係機関が地権者の方々のご意向を聞いて整理をしているということでございます

ので、行政としてはそれ以上はちょっと入られない状態でおります。ただ、関係機関には、こ

ういう事情だから早くお願いしますということで申し出しておりますけれども、現在そういう

事情です。また、前にもお話ししましたけれども、それが整理つき次第、産業建設常任委員会

等でお話しする予定でおりましたけれども、ある程度の方向性が出たらそういう形でお話しし

たいというふうに思っております。  

 以上でございます。  

〇委員長（吉田和子君） 白崎総務課長。  

〇総務課長（白崎浩司君） 自衛隊協力会の関係です。先般激励会を「いきいき４・６」で行

いました。先ほど言ったとおりです。町連合がということでのご質問なのですが、自衛隊協力
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会の事務局を町連合の方で持っているということで、自衛隊協力会の事務局という立場でこの

前の激励会は開催しているというようなことでございます。  

 以上です。  

〇委員長（吉田和子君） 13番、斎藤委員。  

〇13番（斎藤征信君） 道路のことですけれども、そうしますと私さっきことしの工事の予定

はどういうふうになるのだと聞いたのですけれども、ではことしもそういう工事にはかかれな

いというふうに考えていいのですか。それから、オーバーブリッジというのですか、そういう

仕事というのはいつごろまでに、どんなふうになっていくかというめどは今のところ立ってい

ないというふうに解釈してよろしいですか。  

 それから、もう一つ、自衛官の問題なのですけれども、協力会という形で参加したというこ

とであれば私は問題ないかなというふうに思いますが、一つ確認しておきたいのは、連合町内

会がイコール協力会の事務局になっているということなのですか。  

〇委員長（吉田和子君） 煤孫助役。  

〇助役（煤孫正美君） ご質問のいつごろかということでございますけれども、実は石山西通

り、我々石山西通りという路線名でお話ししておりますけれども、北海道では道道白老大滝線

ということで枠の中でやっておりますので、ですから道道白老大滝線は継続的にやっておりま

す。その中で、その問題の整理がつけば、道道白老大滝線の予算をそういうふうにして充当し

て、工事の実際のオーバーブリッジというか、立体交差に入れるような、そういう体制にはな

っております。ですから、石山西通りという項目には上がってきておりませんので、そういう

体制にはなっております。ですから、極論でちょっとお話ししますと、来月その話がまとまれ

ば、すぐその事業に入っていけれるというような安全策といいますか、そういう形で押さえて

おります。  

 ただ、もう一つは、用地買収ばかりが事業でありませんので、いろんな図面をつくったり、

一部盛り土をしたり、そういうことも事業の中に入っておりますので、そういう形の中で事業

は継続していけれるというふうにはとらえております。  

 以上でございます。  

〇委員長（吉田和子君） 白崎総務課長。  

〇総務課長（白崎浩司君） 自衛隊の関係で言います。  

 連合町内会の事務局が自衛隊協力会の事務局を持っているということでございます。  

 以上です。  

〇委員長（吉田和子君） 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。さっきすぐ手挙げたのは、アイヌ文化振興に係る人

材育成の関係で聞きたかったのですけれども、雇用人数20人で延べが2,786人日となっているの

です。先ほどの説明では、例えば公開事業、それから伝承者の育成事業、それからいろいろ歌

の関係等々ございます。専門家にもお願いするということになると、これは緊急雇用でやって

いただくのはいいし、これは私大賛成なのだけれども、そういう人たちは、例えば１人工、緊
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急雇用と言えば早い話、職ない人に仕事してもらうというような認識なのです、僕は。そうい

うところからいくと、教わる方はいいのですけれども、教える方はこの予算に入っていないの

か。そうでないと、計算が何かおかしくなるのでないかなというふうに思ってしまうのです。

その点、ひとつどうですかということと、もう一つ、今の企画調整費の関係で、言えば苫小牧

地方総合開発期成会、この関係で、要するにまだ予算固まっていないけれども、国や道でこと

し白老でやる事業で、港だとか、今言った道道白老大滝線除いて大きな事業何点か、継続がど

うなっているのかということと、新規で白老でやっていただけるような事業があるかどうか、

その点お尋ねをしたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 久慈生活環境課参事。  

〇生活環境課参事（久慈幸男君） 教える方の人件費がどのぐらいになっているかということ

ですが、簡単にお話ししますが、やはりいろいろ研究するだとか人材育成するとなると、既存

の財団の人たちがやはり講師になってやるのですけれども、一応今予算立てした数字を申し上

げますと、505人工を予算措置しております。その金額は、883万円ほど予算措置していると。

ですから、この分財団の方の経費として、差っ引き勘定では浮くという形になるかなというふ

うに考えております。講師料という形になると思います。  

〇委員長（吉田和子君） 岩城企画課長。  

〇企画課長（岩城達己君） それでは、２点目のご質問でございますが、国あるいは北海道の

事業で16年度どういうものが整備されるかと。まず、北海道開発局、室蘭開発建設部の所管事

業でございますが、まず海岸整備事業で人工リーフ、２期目に着手いたします。１期目が15年

度完了見込みということで、次２期目の着手に入っていくというのが一つございます。それか

ら、同じく室蘭開発建設部ですが、国道36号の４車線拡幅事業でございます。これについては、

虎杖浜地区、昨年に引き続いて４車線の拡幅整備を進めていくという事業に展開いたします。  

 それから、北海道の事業でございますが、主要道道白老大滝線、継続でございますが、特に

ことしと来年にかけましては、展望台と申しましょうか、一応大滝との町村境、一番山のてっ

ぺんでございますが、そこが今冬期間通行できるようにシェルターの工事を実施しています。

それの白老行政区域側に駐車公園を整備すると。ここの一番見晴らしのいい、眺望が非常にい

い場所に、濃霧が発生したときにそこに立ち寄って、ちょっと時間を過ごすですとか、吹雪の

ときに通行できないときに一時そこで待避所として休んでもらうと、そういう意味合いを持っ

た駐車公園を整備いたします。一応レストハウスができるスペースもつくっていただくように

要望してございますが、いかんせん水の問題というのがございまして、その辺も再度北海道の

方に調査していただきたいと、こういう要望も現在しているところです。水が出るか出ないか、

今後のボーリング調査によってどうなるかというのが結果を見ないと、現在どうなるかわから

ないのですが、一応そういうスペースも設けるというのがございます。  

 以上、主な点でございます。  

〇委員長（吉田和子君） 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） １点目の方なのですけれども、わかりました。これ以上余り聞かない
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方がいいかもしれないから聞きませんけれども、ただ財団もプラスになる部分があると、これ

はすごくいいこと。もう一つ、人材育成の関係で、主に当面アイヌ民族の方々がここで受ける

というような理解でよろしゅうございますか。そこは、この趣旨からいくと非常に大切な部分

だというふうに僕思っていますので、その点。 

 それと、もう一つ、あとの部分ですけれども、わかりました。冬期間通れるのは、いつから

通れるようになるような話はございますか。それだけちょっと聞かせてください。  

〇委員長（吉田和子君） 久慈生活環境課参事。  

〇生活環境課参事（久慈幸男君） ことしの事業もそうでございますけれども、この事業はや

はり中核イオルの基盤をつくるのだという観点でやっております。そういうことからいって、

アイヌ系の若い人たちを積極的に雇用していくと。そして、アイヌの人たちを育成していくと

いう形に変わりございません。  

〇委員長（吉田和子君） 岩城企画課長。  

〇企画課長（岩城達己君） 主要道道白老大滝線の通年通行の見通しでございますが、今現在

平成17年度を予定してございます。  

〇委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。  

〇４番（鈴木宏征君） ページ数は131ページなのですが、（３）の第４次白老町総合計画の中

の印刷製本費というところを聞きたいのですが、この印刷の仕方なのですが、製本の仕方とい

うのですか、作成したら本にしてという、そういう考え方だと思いますが、そこら辺ちょっと

教えていただきたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 岩城企画課長。  

〇企画課長（岩城達己君） 印刷製本の関係でございますが、現在考えているのは三つのパタ

ーンで考えてございます。まず、１点目が基本構想となる部分、これが一応30ページほどにな

ろうと思います。これについては、2,000冊を用意したいというふうに考えております。それか

ら、概要版というものでございます。これは、構想等を含めた、新聞を一回り小さくしたよう

な見開きする形で、これについては１万2,000部。これは、全世帯に配布したいというふうに考

えています。総合計画というのが、ご承知のとおり町民との協働のもとに作成しておりますの

で、そういう部分で全戸配布したいというふうに考えておりますので、概要版にはそういう形

で出していきたい。それから、印刷製本費の中で実行計画、これはおよそ250ページぐらいにな

ろうかというふうに今考えてございます。今まさに各課との調整段階に入っておりまして、こ

れについては1,000部用意したいというふうに考えています。こういった実行計画等につきまし

ては、今回もそうですけれども、手づくりで、どうしても業者さんにお願いしなければならな

い部分だけ、製本の部分ですとか、極力お金かけないように、自分たちで打ち込みして、自分

たちでオフセット印刷するとか、最少の経費で、外注する部分は製本する部分だけというふう

に考えております。  

 以上でございます。  

〇委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。  
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〇４番（鈴木宏征君） 今聞きまして、大体わかりました。  

 今言ったように、その印刷の方法としても、できるだけ自分でやれる部分はやって、どうし

てもできない部分を印刷屋さんに頼むということで、予算書も今年からこういう形になりまし

たので、ぜひそういう方向でやっていただきたいなというように思います。  

〇委員長（吉田和子君） 答弁よろしいですか。  

〇４番（鈴木宏征君） 要りません。  

〇委員長（吉田和子君） 10番、宗像委員。  

〇10番（宗像 脩君） 10番、宗像です。139ページの一番上の町営防犯灯について伺いたいと

思います。たしか去年も10灯だったと思うのですけれども、例年これは各町内会の希望をとっ

てつけているわけですけれども、町内会から出てくる希望だけが、いわゆるつけるかつけない

かの基準になるのか。それとも、防犯協会がここならいいとか、ここは要らないとかと見て歩

いているようですけれども、上がってくる、それは何も関係なく、防犯協会でここにつけたら

いいぞという、そういうことはしているのかどうか、そのあたり。  

 それと、もう一つは、去年あたりの、いわゆるつけてくださいという、どのくらいの数があ

ったのか、そのあたりについて伺いたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 久慈生活環境課参事。  

〇生活環境課参事（久慈幸男君） 防犯灯の設置のことでございますけれども、14年の11月か

ら公平にしようということで、設置基準を私どもで設けまして、それで一つは、今委員からお

話ありましたように、町内会からの要望がまず一つですよと。それから、防犯協会からの要望

があります。それから、町として必要な箇所があるかなというのが３点目です。それから、あ

と警察だとか、そういう防犯関係からの要請、そういう四つの視点から、どういうところがい

いかということを選定するわけです。その場合、基準になるのが通学路だとかバス停、こうい

う誘導路に優先してつけようではないかということが一つあります。それから、不特定多数の

方が幹線道路を通るというのがあります。そういうような観点で、今委員からお話ありました

ように地域安全推進員、これは地区に代表者おりますので、そういう地域推進員と町の職員が

合同で現地調査をやっている。こういう形の中で、どこが適当かということを、今お話ありま

したように大体10灯ぐらい選定をしている。毎年二十五、六灯ぐらいの要請はございます。そ

ういった中で、予算の範囲内でおおむね10灯ずつつけていく、こういう状況でございます。  

〇委員長（吉田和子君） 10番、宗像委員。  

〇10番（宗像 脩君） お役所がやることですから、予算が今回は75万円ですから、その75万

円の範囲内だから10灯だと計算するのでしょうけれども、私はそういう考えもあるだろうけれ

ども、二十五、六灯の希望があるというわけですから、満度に全部つけれというわけではない

ですけれども、やはりそっちの方を重視して、これだけ希望があるのだから、二十五、六灯あ

れば、最低でも20灯くらいはつけるという、そういう考えはありませんか。 

〇委員長（吉田和子君） 久慈生活環境課参事。  

〇生活環境課参事（久慈幸男君） 今私の方でお話ししましたように、二十五、六灯、毎年あ
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るのですけれども、現場行くと、これは町内会の街路灯で済むような場所もあるわけです。で

すから、そういうところは除いていくというようなことで対応しております。  

 それと、灯数の方は私ちょっと言いませんでしたけれども、今現在防犯灯の設置数が町内全

部で1,450灯ぐらいつけております。そのほかに、町内会でつけている街路灯ございますよね。

あれが一千七百何十灯ぐらいあります。ですから、合わせて3,300灯以上があるというような状

況もありまして、それと今言ったように予算の範囲内である程度絞ってやっているというよう

なことでございますので、ご理解をしていただきたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） ９番、吉田正利委員。  

〇９番（吉田正利君） ９番、吉田です。138ページ、18目諸費についてお伺いいたしますが、

（３）に税等過誤納還付金等ありますけれども、これの具体的な説明をお願いしたいと思いま

す。  

〇委員長（吉田和子君） 前田税務課長。  

〇税務課長（前田博之君） これは、現年あるいは過去に、これ年数もありますけれども、税

金を払った部分でいろいろ算定が違ったとか、そういう部分で納税の評価をし直して、間違っ

ているという言葉はおかしいのですけれども、若干計算なんか違ったりした部分について後ほ

ど戻すというようなことです、単純に言って。 

〇委員長（吉田和子君） ９番、吉田正利委員。  

〇９番（吉田正利君） 当初の課税の時点での誤りを初めから計上するという意味でしょうか。  

〇委員長（吉田和子君） 前田税務課長。  

〇税務課長（前田博之君） 過去に逆に多くもらっていたということが判明したときに戻すと

いうような状況です。  

〇委員長（吉田和子君） ９番、吉田正利委員。  

〇９番（吉田正利君） 大体毎年これくらいの過誤納が出るという意味ですか。  

〇委員長（吉田和子君） 前田税務課長。  

〇税務課長（前田博之君） 大体前年実績ぐらいで計上をさせていただいております。  

〇委員長（吉田和子君） ほかに質疑のございます方、どうぞ。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 次に進みたいと思います。  

 ナンバー４、138ページ、２項徴税費、１目賦課徴収費から152ページ、６項１目監査委員費

まで質疑のございます方、どうぞ。  

 ８番、近藤委員。  

〇８番（近藤 守君） 145ページ、（２）の特例事務委託事業経費について伺います。  

 これは、郵便局で出張所の窓口を一部やるということではないかと思いますけれども、現在

の利用率といいますか、利用度がわかれば、３点についてお伺いしたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 長野町民サービス課長。  

〇町民サービス課長（長野征幸君） 特例事務委託事業経費でございますが、これは昨年の４
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月から実施いたしました社台郵便局、それから白老郵便局、北吉原スポーツセンター等の事務

委託金の経費でございます。  

 利用度というお話でございましたが、４月から12月までの件数としては、それぞれ個別にあ

りますが、総数で約302件ほど、４月から12月までですが、300件ということでご理解いただき

たいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） ８番、近藤委員。  

〇８番（近藤 守君） これで北吉原地区の分がかなり少ないというようなことを聞いておる

のですけれども、何件ぐらいありましたか、わかればお知らせ願います。  

〇委員長（吉田和子君） 長野町民サービス課長。  

〇町民サービス課長（長野征幸君） 北吉原、いわゆるはまなすスポーツセンターの利用だと

思いますが、総数で４月から12月まで21件でございます。  

〇委員長（吉田和子君） ８番、近藤委員。  

〇８番（近藤 守君） 近藤です。サービスですから、何人かでも利用できれば、それでいい

のかなと思いますけれども、実際行政側とすればどうなのでしょうか、その辺ちょっと確認し

たいのです。  

〇委員長（吉田和子君） 三國谷助役。  

〇助役（三國谷公一君） この件につきましては、導入時に私もかかわったことで、ちょっと

答弁させていただきますが、基本的には当初行政側の考えとしては、導入に当たっては出張所

のない社台地区と、それから白老の郵便局と２カ所を考えておりましたけれども、いろいろと

議会の方にも説明させていただく中で、そうなってきますとどうしても出張所もなく郵便局も

ないというのが北吉原ということで、これは議会の方からもそういうご要望がございまして、

設置させていただいた経過がございます。ということで、実際やってみましたら、二十数件と

いうことでございまして、利用が少ない状況になっておりまして、この原因については、やは

り萩野出張所が近くにあるということが大きな原因かなというふうに思っております。ただ、

導入いたしましたので、もう少しＰＲの方をさせていただきながら、サービスの部分でござい

ますので、しばらく状況を見させていただきまして、その後の利用状況を見て判断をさせてい

ただきたいと、このように考えております。  

〇委員長（吉田和子君） 18番、加藤委員。  

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤です。147ページ、（１）、参議院議員選挙費用ですが、こ

れは町費が結構418万6,000円持ち出しになるのですが、ほとんど国費でやるべきものだろうと

思うのですが、418万6,000円は18節の備品購入費か何か、そんなようなものに使っているのか。

本来全額国費でやるべきだと思うのですが、この中身をちょっと教えていただきたいと思いま

す。  

〇委員長（吉田和子君） 白崎総務課長。  

〇総務課長（白崎浩司君） 今言われるとおり、国の選挙につきましては、国の基準に基づき

まして執行経費が来ると。ただ、国の基準ですから、１投票所、例えば投票事務従事者が何名
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あるいは開票事務従事者が何名というような基準がございます。ただ、従前から選挙管理委員

会も、いわゆる投票事務の円滑化ということで基準を若干オーバーするとか、そういうような

対応していますので、一つにはその分が単費の持ち出しの部分はあります。 

 それから、もう一つ、今回の部分でいいますと、今言われましたとおり備品購入費で管理用

備品があるのですが、これは今回自書式投票用紙読み取り分類機ということで、今まで手作業

でＡ候補者、Ｂ候補者と、それからＡ政党、Ｂ政党と、こう分類していますけれども、参議院

ですから、かなり数多いということで、これを読み取り機、いわゆる機械の方でＡ候補、Ｂ候

補とか、それから政党名だとか、そういうことで自動読み取り機を今回購入予定しております。

ここの部分については、満度に執行経費の中で見てくれないというようなことで、当然参議院

だけでなくて、その後も各町村では選挙ごとに使えますので、参議院だけで100％補助がつくと

いうことではございませんので、その部分での上乗せが町単費としてはあるということで、今

回の持ち出しもその部分を含めて四百何万の単費の持ち出しがあるということでございます。  

〇委員長（吉田和子君） 18番、加藤委員。  

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤です。わかりました。  

 それで、この読み取り機的なものは、以後の選挙でずっと活用できるものなのですか。それ

であれば問題ないのだけれども、参議院選挙用だけに、全国区だとか、そういうふうになって

いるのか、ちょっとそれあたりを教えてください。  

〇委員長（吉田和子君） 白崎総務課長。  

〇総務課長（白崎浩司君） 前段の答弁でちょっと訂正いたします。  

 先ほどの備品購入の部分で１回で執行経費の中で全部来るのでなくて、３回に分けられて来

るということで、ことしの分については単費の持ち出しがありますけれども、３回で分けられ

て来るということです。  

 それから、今のご質問ですけれども、当然参議院用で買うということではなくて、その後の

選挙にも当然Ａ候補、Ｂ候補と来ますので、その後ずっと使っていくということでございます。  

 以上です。  

〇委員長（吉田和子君） 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。１点だけお尋ねいたします。  

 141ページ、町内会の納税啓発補助金の関係、納税組合に対する補助だと思うのですけれども、

私も町内会にいますから、これは大切なものだと思うのですけれども、ただ、今振り込みが極

めて多くなっているのです。以前そういうお話がされましたけれども、ことし去年より３万円

ぐらい補助金がふえているのです。町のそこら辺の考え方、これによる効果だとか、そういう

ことを含めた、今後の考え方含めてちょっとお聞かせを願えればと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 前田税務課長。  

〇税務課長（前田博之君） 過去の町内会の納税啓発補助金になったという経緯についてはご

存じだと思いますので、それについては省略させていただきます。  

 １点としては、こういう形の中で補助金が変わって制度充実されましたので、納税組合の会
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長さんと会っていますけれども、非常に積極的にそういうものを通して納税意識を高めていた

だいているということが感じております。今後については、課題もあるかどうかわかりません

けれども、私も就任したばかりでわかりませんけれども、十分な効果と、あるいは地域の中で

納税意識がどのような形で変わっていくかということも十分把握した中で、よりよい形の中で

進めていきたいなと、こう思います。  

〇委員長（吉田和子君） 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） もしわかれば、振り込みと直接納付というのですか、よくわかりませ

んけれども、それの割合としてはどれぐらいの割合ですか、町民皆さんの。 

〇委員長（吉田和子君） 前田税務課長。  

〇税務課長（前田博之君） 比率については、私もちょっと今数字を持っていませんので、後

ほどこの委員会の中でわかり次第報告したいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） ほかに質疑のある方ございませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 暫時休憩をいたします。  

          休憩 午前１１時５７分  

                                           

          再開 午後 １時０１分  

〇委員長（吉田和子君） 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 先ほどの熊谷委員の質問で弁護士の相談件数についての答弁、補足がありますので、白崎総

務課長の方から答弁いたします。  

〇総務課長（白崎浩司君） 先ほど弁護士の相談謝礼という件の中で年何回ほど相談している

のかということを答弁保留していましたので、お答えいたします。  

 実績からいきまして、平成14年で１件、15年で２件相談しています。相談内容は別にしまし

て、基本的には法的な措置をご相談するということで、なお先ほど１回あるいは１時間という

ようなお話ししましたけれども、積算上は１時間１万円ということで対応しています。  

 以上です。  

〇委員長（吉田和子君） また、引き続き質疑に入っていきたいと思います。  

 ５に進みます。３款民生費に入ります。154ページ、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費か

ら164ページ、２目老人福祉費まで質疑のございます方、どうぞ。  

 ７番、西田委員。  

〇７番（西田祐子君） ７番、西田です。159ページの地域人権啓発活動から10番、11番まで臨

時で上がっているのですけれども、これ国か道の事業だと思うのですけれども、どのような内

容なのでしょうか。  

〇委員長（吉田和子君） 久慈生活環境課参事。  

〇生活環境課参事（久慈幸男君） 私の方は、（９）番の地域人権啓発活動活性化事業が担当

でございますので、この説明をしたいと思います。  
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 これは、法務省から北海道に委託を受けて、人権の啓発事業をやろうと、こういうようなこ

とでございます。全額補助を受けてやっております。これは、要するに今人権を取り巻くいろ

んな問題が発生していると。特にいじめだとか、それから登校拒否だとか、それから保護者に

よる虐待だとか、こういうことが社会的な問題になっていると。こういうことで、啓発事業を

やろうかということで考えております。  

 それで、主な事業としては、例えば保育所だとか幼稚園に人権啓発に関する紙芝居がござい

まして、そういう紙芝居を購入して人権の啓発をやっていこうかというのが一つございます。

それから、町内の小中学校の全校に人権啓発用の図書がございます。これを15冊ほど購入して

啓発活動をやっていこうかなというように考えております。それから、もう一つは、いろんな

港まつりだとか、それからこれからあります牛肉まつりだとか、それからチェプ祭、こういう

ところの会場で人権啓発用の物品を配布して啓発活動をやっていこうかなというようなことも

考えております。それから、社会福祉協議会が毎年開かれておりますけれども、この福祉大会

の中で人権にかかわる講師を呼んだ講演会をやっていこうかなと、こういうことをこの事業の

中で取り組んでいきたいと、こう考えております。  

 以上でございます。  

〇委員長（吉田和子君） 三戸健康福祉課長。  

〇健康福祉課長（三戸功二君） 臨時事業の関係でのお尋ねでございます。私の方から10番と1

1番の障害者福祉計画と地域福祉計画の関係についてお答え申し上げます。  

 障害者福祉計画につきましては、本町の障害者福祉計画、実は14年度で完了してございます。

したがいまして、その新しい改定の計画ということでご理解をいただきたいと思います。  

 それと、地域福祉計画でございますけれども、これはまた新しく出てまいっておる計画でご

ざいまして、この地域福祉計画につきましては、基本的に高齢者福祉計画、それと介護保険事

業計画、それと今申しました障害者福祉計画、それと母子保健計画、この四つを一つの計画に

まとめるという作業がございます。これは、社会福祉法からきているものでございまして、た

だいま申し上げたような４分野の計画をひとつ横断的にまとめるものでございまして、大きな

考え方としては、いわゆる地域における支え合いを前提とした、ともに生きる社会の実現に向

けた町民一人一人の役割や行動の方向を明確にして、自助、共助、公助のバランスがとれた福

祉文化の創造を目指すというのが基本的な考え方でございまして、新しく社会福祉法の中で位

置づけられた計画ということもございますし、それとこれをまた実践に向けていく上では、社

会福祉協議会においても実践計画というものも立てますけれども、そういうものと連動して地

域の福祉の向上を目指すと、そういうことでこの計画づくりをしてまいるということになって

ございます。  

〇委員長（吉田和子君） ６番、土屋かづよ委員。  

〇６番（土屋かづよ君） 157ページの（５）、民生委員協議会補助金とありますけれども、こ

こら辺について私わからないものですから、ちょっとお聞きしたいのです。全体、どういう形

でこの補助金が使われているのですか。  
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〇委員長（吉田和子君） 三戸健康福祉課長。  

〇健康福祉課長（三戸功二君） 民生委員活動というのは、基本的にどういう活動されている

かというのはご存じだろうというように思いますけれども、いわゆる民生委員さんの活動のた

めの補助金でございまして、この中身は民生委員さんは毎月１回、定例民協というものを開い

てございまして、年10回開いてございます。それと、もちろん民生委員さんは各地域、地域に

任命してございまして、その地域ごとでいろいろな活動をされております。中身につきまして

は、いろいろ会議費であるとか事務費であるとか旅費であるとか、あるいは活動費、あるいは

研修費、そういうもろもろがございますけれども、この活動費につきましては一部民生委員協

議会の中では自己負担、いわゆる会費というものをちょうだいしながらやっておりますけれど

も、そのほかにこの補助金を活用して、今申し上げたようないろんなもろもろの活動に要する

費用がこれに使われるということになってございます。  

〇委員長（吉田和子君） ６番、土屋委員。  

〇６番（土屋かづよ君） 現在白老町の各地域に民生委員さんいらっしゃるのですけれども、

人数的にはどのくらいの人数の方がいらっしゃいますか。  

〇委員長（吉田和子君） 三戸健康福祉課長。  

〇健康福祉課長（三戸功二君） 民生委員協議会に所属している全体数57名でございまして、

そのうち民生委員、児童委員が54名、それと主任児童委員が３名、計57名でございます。  

〇委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。  

〇４番（鈴木宏征君） ページ数にしましたら163ページ、（８）、老人医療費給付費なのです

が、これは老人医療の中で町が実施している１歳さかのぼって対象にするという、そういう事

業が入っていると思うのですが、町長もおっしゃっていた、一律の対策というのですか、入浴

券だとか長寿祝金ですか、それと同じように、今ここでもお聞きしたいのですが、だんだん75

歳まで年齢が上がっていきますよね。そうしますと、この69歳というやつが72歳になったら71

歳の人という、そういう対象になるのかということと、それとこの事業を今後どのように考え

ているかということをちょっとお聞きしたいのです。これは、課長よりも助役あたりの方が、

この事業をどうするかという話ですから。  

〇委員長（吉田和子君） 三國谷助役。  

〇助役（三國谷公一君） これは、鈴木委員の方もご存じだと思うのですけれども、今老人医

療費の関係でのご質問でございますけれども、これは乳幼児の関係、それから障害の関係、福

祉の３点セットと言われているのですが、これはご存じのとおり道の方で今一部負担も含めて

見直しがされるようになってきてございます。これにつきましては、今言われるように69歳以

上、１歳下げて上乗せ、横出しでサービスしてございますが、これについては経費も相当かさ

んできておりまして、先ほど言いましたそういった３点セットの部分が見直しされる段階で、

全体の見直しで議論していかなければならない問題だなと考えております。今これだけをとっ

ていきますと、この場ではどうする、こうすると言えませんが、限られた財源の中で、その分

の助成制度をどうしていくかというような、今後の大きな町政の課題だというふうにとらえて
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おりますので、これが道の方針が出まして、時期的には今はっきり申し上げられませんが、い

ずれにしても議会の方とも相談させていただきながら結論を出していきたいと考えております。  

〇委員長（吉田和子君） 長野町民サービス課長。  

〇町民サービス課長（長野征幸君） 年齢が動いていく話の部分だと思いますが、基本的には7

0歳になりましたら前期高齢者といいまして、今までの老健の対象年齢が70歳だったのですが、

今は75、要するにそれは１年ずつ上がっていきますが、基本的には70歳になったらまた前期高

齢者という形でもって、切れるということにはなら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（吉田和子君） ４番、鈴木委員。  

〇４番（鈴木宏征君） 今ここで町が単独で１歳早くやっていますよね。そうすると、切れる

ことにはならないのだけれども、老人保健の対象になる年齢が１歳ずつ上がっていって、最終

的には75ですね。そうすると、72とか73になるときもありますよね。今年度72ですか。そうす

ると、この１歳というのは、69から70の間は、これは動かないものなのですか。  

〇委員長（吉田和子君） 長野町民サービス課長。  

〇町民サービス課長（長野征幸君） 現在は75から上の方は老人保健医療の対象になるわけで

す。70歳から74まで、ここは国保の対象になります。ここは、基本的には今老健と同じように

１割負担の形になります。69歳についても、現在は前期高齢者の枠の中に白老町としては１歳

拡大して入れているよということでご理解いただきたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） ほかに質疑のある方ございませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 次へいきます。  

 ナンバー６、166ページ、３目身体障害者福祉費から176ページ、９目ウタリ住宅新築資金等

貸付事業費まで質疑のございます方、どうぞ。 

 ３番、山本委員。  

〇３番（山本浩平君） 166ページの身体障害者福祉費について、ちょっと質問させていただき

たいと思います。さきに財政課長の方から簡単に説明は前に受けていると思うのですけれども、

もし同じことを聞いた場合はご了承いただきたいと思います。  

 本年度と前年度の予算を比較したときに、8,460万円ほどアップしております。非常にこれか

らの町民のニーズや一人一人の輝く白老町を目指すためには大変重要な、必要なことだと私思

っております。このふえたうちの一般財源が１億3,600万円ほどあるのですけれども、この一般

財源の中で前年度からふえた分がどのぐらいあるのかというのがまず１点。 

 全部で３点ほど質問させていただきます。もう一点が、これは国の介護制度の導入によるも

ので、これだけ予算がどうしても必要になってきているのかどうなのか。それとも、町の独自

の政策なのかどうなのかということをお聞きしたいと思います。  

 それと、この8,400万円がどういう部分に反映されているのか、できましたらその内容も簡潔

にご説明いただければと思います。この３点についてお願いいたします。  
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〇委員長（吉田和子君） 三戸健康福祉課長。  

〇健康福祉課長（三戸功二君） １点目の一般財源の増の主なもの、あるいはまた増の全体的

な理由、それぞれ関連しますけれども、基本的には身体障害者の援助事業の経費が、これは特

に一番ふえているのが扶助費の関係が実はふえておりまして、身体障害者の施設訓練等支援費

だとか、あるいは知的障害者の訓練支援費、支援費事業の関係ですが、これらの利用者の増が

基本的に主なものでございます。  

〇委員長（吉田和子君） 長野町民サービス課長。  

〇町民サービス課長（長野征幸君） 今のふえている部分の中に、次のページ、169ページにあ

ります重度心身障害者医療費給付分、ここが決算上からいきますと約3,000万近く金額的にはふ

えているということで、まずご理解いただきたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） ３番、山本委員。  

〇３番（山本浩平君） 約8,400万円ほどふえているのですけれども、今の説明以外にまだある

と思うのですけれども、ないですか。  

 それと、先ほど一番最初に僕お聞きしたのは、一般財源が１億3,600万円なのですけれども、

これは前年度と比べてどのぐらい一般財源としてふえたのかと、金額を私お聞きしたのです。  

〇委員長（吉田和子君） 財政課長。  

〇財政課長（辻 昌秀君） ３目の身体障害者福祉費の一般財源の増ですけれども、約3,000万

円ぐらいということになっております。  

〇〇委員長（吉田和子君） ３番、山本委員。  

〇３番（山本浩平君） 同じことを聞くようですけれども、内容的には、では先ほど三戸課長

とサービス課の課長とご説明された、その部分ぐらいが大体内容になっているということです

ね。いわゆるふえた部分のですね、そういう解釈でよろしいですか。  

〇委員長（吉田和子君） 三戸健康福祉課長。  

〇健康福祉課長（三戸功二君） 先ほど長野課長の方から医療の方で3,000万円程度というお話

ございました。私どもの方の先ほど申し上げました扶助費の関係、これらもろもろになります

けれども、主に扶助費になるのですが、それで5,000万円ほどふえてございます。  

〇委員長（吉田和子君） 長野町民サービス課長。  

〇町民サービス課長（長野征幸君） 先ほど言いました3,000万円の増の分ですが、基本的には

２分の１が道の方から入ってまいりますので、純粋にふえたのが1,500万円ぐらいということで

ご理解いただきたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。  

〇９番（吉田正利君） ９番、吉田です。総合福祉センターの関連でちょっと質問させていた

だきます。  

 170ページの委託料の関連につきまして、大体この委託料、大きく３項目、点数として20点ぐ

らいの委託区分があるようでございますが、これらの委託の契約の方式並びに基準についてど

のようになっているかお知らせいただきたいと思います。  
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〇委員長（吉田和子君） 三戸健康福祉課長。  

〇健康福祉課長（三戸功二君） 委託料ですけれども、施設管理委託料の清掃業務委託料、こ

れにつきましては当初から政策的に、愛泉園の知的障害の方々の社会参加の場ということでや

ってございまして、あとのものについては、大体それぞれ関係者からも見積もりをもらって、

いわゆる見積もり合わせあるいは入札と、そういう形でやってございます。 

 これの委託料の中身そのものにつきましては、当然当初予算段階からその事業の内容を申し

上げて、そして事前に見積もりをいただいて、それで予算計上しておりまして、大体は今申し

上げたような業者に委託という形になります。  

 それと、その中でもう一つあるのが、センターの施設管理業務委託料、それと高齢者の奉仕

業務委託料、管理業務委託料につきましてはセンターが５時15分で終えた後、閉館時間まで高

齢者事業団に業務を委託しているものでございます。  

 それから、高齢者の奉仕業務委託料につきましても、これもいわゆる２階に入浴施設がござ

いますが、その入浴施設だとか、あるいは高齢者のためのいろんなカラオケのルームだとか、

休憩室だとかありますけれども、そこをいろいろ高齢者のために対応していただく奉仕業務と

いうことで、これも高齢者事業団に委託してございます。大まかにいけば、そんなような内容

になってございます。  

〇委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。  

〇９番（吉田正利君） 吉田でございます。要するに委託料の区分とコストの問題なのですが、

細分化すると、一つ一つ見ると当然なのでございますけれども、効果的な一つの委託方法とい

うのは考えられないのでしょうか。  

〇委員長（吉田和子君） 三戸健康福祉課長。  

〇健康福祉課長（三戸功二君） おっしゃっている質問は、このセンターだけでなく、ほかの

ものもという施設も含めてという意味。  

〇委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。  

〇９番（吉田正利君） 現在大きく３項目あります、委託料で。例えば保守点検委託料、これ

細分化しておりますけれども、一括でコスト低減、委託料の低減を図るところ、そのような方

法を考えたことはありませんかと聞いているのです。  

〇委員長（吉田和子君） 三戸健康福祉課長。  

〇健康福祉課長（三戸功二君） これだけ項目たくさんあるというのは、それぞれ専門的とい

いますか、それぞれの分野がやっぱり関係してくることございまして、私どもの方もこれが例

えば一つの業者で数項目のそういう業務を請け負ってもらえるような実態があれば、当然そう

いう形でやっていきたいなというふうに思っています。ただ、今までの中では、これを同じよ

うな形で統合してやるという業者が、やはりそれぞれ分割して、実態としてはあるのかなと、

そんなふうに思っております。  

〇委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。  

〇９番（吉田正利君） ざっと見ますと年間2,000万円の委託料でございます。少なくとも、こ
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れは月間で百七、八十万円になりますけれども、あの施設のレベルからして、ちょっと高くな

いかという感じがいたしますので、十分今後、要するに検討の余地があるだろうという判断で

質問いたしました。  

 以上です。  

〇委員長（吉田和子君） 三戸健康福祉課長。  

〇健康福祉課長（三戸功二君） 考えられるものについては、そういうふうにしていきたいと

思っていますし、実はこれもこの数年間、過去にやっていた単価から、毎年５％とか３％とか

相当削減してきている、そういうこともございまして、そういう努力も一方ではしているとい

うことと、今お話あったことについては、十分検討してみたいなと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 18番、加藤委員。  

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤です。175ページ、（５）、虎杖浜生活館取付道路整備事業、

あそこは一応４車線が完了した地域で、質問するのは国道36号線から直接生活館に入る道路だ

と思うのですが、まだ道路ができていないと思うのですが、ここでは請負費には舗装工事とい

うふうになっているのだけれども、それはどういうことなのか、ちょっとお聞きしたいと思い

ます。  

〇委員長（吉田和子君） 久慈生活環境課参事。  

〇生活環境課参事（久慈幸男君） これは、今委員がおっしゃいましたように、拡幅工事の完

了に基づきまして、生活館の取りつけ道路を舗装しようということでございます。国道から直

接入る。  

          〔「直接入る」と呼ぶ者あり〕  

〇生活環境課参事（久慈幸男君） ええ、そうです。  

          〔「まだ道路できていないでしょう」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（吉田和子君） 次の質問があれば手を挙げて。  

 18番、加藤委員。  

〇18番（加藤正恭君） これでは舗装工事となっているから、だから道路もまだ全然できてい

ないのに舗装をすぐやるのかなと思って不思議に思うものだから、取りつけ道路、まだできて

いないです。  

          〔何事か呼ぶ者あり〕  

〇18番（加藤正恭君） できていますか。  

〇委員長（吉田和子君） 煤孫助役。  

〇助役（煤孫正美君） 私の方でヒアリング受けましたので、私の方でお答えいたしますけれ

ども、例の国道36号の拡幅でつなぐ部分ですけれども、事業名としては舗装工事というふうに

なっておりますけれども、この中で改良、下の路盤も、そういうことでこの事業を、要するに

国道からの入り口をつけるということでございます。  

〇委員長（吉田和子君） ６番、土屋委員。  

〇６番（土屋かづよ君） ４目の乳幼児福祉費についてちょっとお尋ねします。  
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 その中の（２）の乳幼児医療費助成経費となって1,770万円がついていますが、これは就学前

まで入院、通院も助成するということで、これに１割負担が伴うわけですけれども、それに関

して人数的にどのくらいのお子さんが対象になるのか。  

 それと、前年度と比較しまして425万7,000円がここに計上されておりますけれども、この金

額もこの中に含まれているのかどうか、それもお聞きしたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 長野町民サービス課長。  

〇町民サービス課長（長野征幸君） 乳幼児医療費助成経費ですが、この中には就学時前まで

の事業費は含まれてございません。現在の、いわゆる３歳未満、それから５歳未満の入院、通

院の費用分だけでございます。したがいまして、制度が改正になる予定は10月でございますか

ら、それに合わせてその拡大部分については補正していくという考え方をいたしてございます。  

 それから、就学時前までのお子さんの数ですが、おおよそ1,000人というふうにご理解いただ

きたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。  

〇４番（鈴木宏征君） 171ページなのですが、また委託料で関連でお聞きしたいのですが、こ

の施設だけでなくて、町の管理しているいろんな大きな施設の中には、同じような委託料が含

まれていると思うのです。それで、１個１個といいますか、一つの款だけのお話ではなくて、

同じような保守点検委託料であれば、全款を一つにして、10款あって、10款同じ電気何とか委

託料というのがあるのであれば、それをトータルしてどこか１社、それを見積もり合わせした

りすると、業者としてはそこ１カ所だけでないですから、10カ所ぐらいあるやつを一括委託で

きるわけですから、安くなるというような計算もできると思うのですが、そういうことは考え

たことがあるのでしょうか。  

〇委員長（吉田和子君） 三國谷助役。  

〇助役（三國谷公一君） 今委員の方からお話ございましたけれども、それは行革の方で検討

項目としてとらえておりまして、実際に今その辺を変えてきているのは、例えばエレベーター

でありますとか、それから自動ドアの保守点検でありますとか、それをなるべく一つの業者で

やることによって、結局かかる手間が、来る交通費だとか、そういうこともかかるそうなので

す、ばらばらに来ますと。ですから、そういう工夫をしながら、たまたまそれぞれ科目に分か

れていますけれども、実際の中身としてはそういう取り組みをし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（吉田和子君） ほかに質疑のございます方、どうぞ。ございませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 次に進みます。  

 次、ナンバー７、176ページ、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費から186ページ、６目児

童館費まで質疑のございます方、どうぞ。  

 ４番、鈴木委員。  

〇４番（鈴木宏征君） 177ページの（３）なのですが、町長にお聞きしたいのですが、次世代
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育成支援行動計画策定事業なのですが、今町長がいろいろな苦労をしながらまちづくりを進め

ているのは、こういう町の将来を担う子供たちのために頑張っているという話を常々されてお

ります。今回16年で作成します計画について、町長の思いというのでしょうか、この計画をど

のような位置づけの中で町長は考えていられるかということを、もしあれば。そういう意味で

です。単なる計画か、それともやはり次世代ですから、これから白老町のしょって立つ、そう

いう人たちを育成していくという、僕はすごく重要な計画だと思うのです。そこら辺の思いと

町長の思いと一緒かな、どうかなということでちょっと。  

〇委員長（吉田和子君） 飴谷町長。  

〇町長（飴谷長藏君） 私は、常々子供たちは将来の白老のまちづくりの頭脳ですから、そう

いう意味ではこの計画は非常にこれからのまちづくりにとっては、今のまちづくりにとっても

重要かなと思っています。  

 それで、実は一部企業さんといいますか、委託もかけますが、手づくりの分もあります。決

して、業者任せと言ったらおかしいのですが、これは手づくりを重点的にということを考えて

いますので、実は国からこういうものをつくりなさいと来た計画なのですが、これは中身のあ

るものにしていきたいという考え方でおります。  

〇委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。  

〇４番（鈴木宏征君） 今町長の思いはわかったのですが、この計画をつくる担当の話をした

いのですが、今健康福祉課の中の庶務係、総務係というのですか、あそこ２人体制なのですが、

ちょっと前にも説明した障害者福祉計画、地域福祉計画、次世代、三つの計画を一つの係が作

成するわけです。１年間に大きな事業をこの２人で、町長が今おっしゃったように、あなた任

せでなくて、事業者任せでなくて、やっぱり手づくりでやるといっても、この２人の体制でど

うしてもできるなんて思えないのです。それで、こういう計画あるときは、そこに人員を配置

するとか、やっぱり何かそういうことをしないと、この三つの計画を２人でやれなんて、これ

センターの管理もありますから、全くこれだけにかかわっているわけにもいかないわけです。

そういう状況の中で、この三つを同時に進行しながら手づくりでやるなんて至難のわざだと思

いますので、そこら辺の体制ということを考えていられるか。それとも、今までの２人にこの

三つの計画をやっていただくのだという、そう考えているのかどうかということをちょっとお

聞きしたいです。  

〇委員長（吉田和子君） 飴谷町長。  

〇町長（飴谷長藏君） これは、あくまでも人事の問題でありまして、そのためにも課長もお

ります。担当参事もおります。それで、今のところこの係でできないという話もお聞きしてお

りません。決して２人の係で全部やってくださいというようなシステムにはなっていないと思

います。これは、課でつくるものですから、私は今のところは課の中で協力し合いながらつく

るべきものだと思っていますので、本来こういうのを２人でつくるということにはならないと

思いますけれども、私の認識からいくと。  

〇委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。  
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〇４番（鈴木宏征君） 町長の認識でいくと、何ぼ係が担当していても、課があるのだから、

課でやるのでしょうという。そうすると、２人でもできるのでしょうということだと思うので

すが、それは話としては何となくわかる話なのですが、やっぱり担当にしてみれば、そんな簡

単な話というのか、そこまで今までなっているのかなという話と、それと担当する人に失礼か

もしれないのだけれども、こういう計画というのはつくっている人の思いというのですか、そ

ういうものがすごく伝わる計画だと思うのです。そういう計画を、今町長がおっしゃったよう

な形の中で三つ、地域福祉計画というのも、これまたすごい、今言った四つの事業を一つにま

とめて、白老町の福祉をこれからどうするかということを全レベルですよね。福祉だけの話で

なくて地域ですから、地域でこの福祉というものをどうするかという話、すごく重いものだと

思うのです。大変な作業だと思います。これを今の次世代のこの部分、福祉の部分、障害者の

部分と、この三つを２人にやらせるという、今２人ではなくて課でやるのだと言っていますが、

実際はやっぱり担当する２人がやるしかないのです。  

 それと、もう一つは、つくる人の思いというのは、やっぱり今までそういうものに携わって

いて、町の福祉だとか次世代の育成のことをある程度知っていて、自分なりに課題とか、そう

いうものを持っていてかかわっていかなければ、なかなか奥の深い計画というのができていか

ないと思うのです。そういう意味でも、今の担当者見ても、福祉の経験はありません。ないか

ら絶対できないのだという話はならないかもしれないけれども、何か上っ面つくればいいとい

うような計画になってしまうような気がしてならないのですが、町長はそう思わないと言うの

だったら、ちょっと見解の相違と言われてしまうのですが、そういう重要な計画だというふう

に町長も思っていらっしゃるのであれば、人事のことですから、私がこうすれということは言

いませんけれども、ぜひ体制をきちっと強化していただいてつくっていただくということが必

要かなと私は思うのですが、もう一度お話しいただきたい。  

〇委員長（吉田和子君） 飴谷町長。  

〇町長（飴谷長藏君） この計画は、２人でつくるべきものではないと思っているのです。今

企画で進めている総合計画も同じです。では、彼らは企画の係の何名かでやっているかといっ

たら、全体でやっています。役場の課全体で取り組んでいますよね。それと同じだと思ってい

ます。ですから、少なくとも担当課長もおりますし、参事もおります。まして健康福祉課は大

世帯ですから、その辺の調整は私は十分きくと思っています。そういう考え方ですので、あと

は課の中でどういう張りつけでできるかということです。  

 基本的には、今鈴木委員言ったのですが、私は流動的にやるべきだと思っています。私産業

経済課の時代は、そういうふうにやっていました。観光と経済振興あるのですが、こっち忙し

いのだから、何月までは、あなた、こっちへ移動しなさいと、私はそういう経験をしています。

ですから、そういうふうにやらせていますから、当然この地域福祉計画も次世代についても、

そういうやり方をすることによって、一番大きい世帯ですから、当然私はできると思っていま

す。  

〇委員長（吉田和子君） 14番、大渕委員。  
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〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。今の計画のことなのですけれども、ちょっと違う視

点なのですけれども、これエンゼルプランも入っていると、包括してやるというようなことの

ようですけれども、私は計画が、これも国から来てということのようですけれども、去年の予

算委員会でも私言ったのですけれども、計画が多過ぎると。こんなに計画つくって、つくる人

とやる人の数が同じだとは言わないけれども、実際できるのかというように思うのです、率直

に言って。国のお金だからやった方がいいという部分もあるのかもしれないのだけれども、も

うちょっとそこら辺整理することができないものなのだろうか。例えば健康日本21をつくった

と。保健婦さんがそこにかかりっきりでつくられたと。その人以外の人もつくっているかもし

れません。ただ、その結果、健診率が上がるのならいいのだ。それは、どこが悪いのか、どこ

の仕組みが悪いのか、よくわからないのだけれども、そういうことを僕は行革含めてきちっと

改善すべきでないか、そう思うのです。何のために人がいるのか。計画つくるためにいるのだ

ったら、計画だけつくっていればいいです、はっきり言えば。違うのです。その中身が町民と

かかわり合って、どうやって実践するかということが私は一番大切だと思うのです。ですから、

そういう点でいうと、計画の数が余りにも多過ぎると。本当に今まで、私調べたら計画だけで

も、去年聞きましたら四十幾つあったとかという話を元町長していましたけれども、そういう

ことをどこかで改善するということできないのですか。  

〇委員長（吉田和子君） 三國谷助役。  

〇助役（三國谷公一君） そうなのです。総合計画を柱にしまして、体系的に整理した町の計

画というのは、大渕委員言われるように相当数に上っているのです。  

 ただ、必要がなくてつくっているということではないのです。やはりそれぞれ目的持ってつ

くっていますから、それは要はこの計画をどう進行管理して、きちっとつくるだけではなくて、

どう実行していくかという部分だというふうに思うのです。そのとおりだと思います。むしろ、

そこの仕組みがきちっとなっていないというところに、これは問題あるというふうに私ども認

識しております。  

 ただ、進行管理している計画もありますけれども、つくりっ放しと言ったらちょっと語弊あ

りますけれども、その後が必要がなくてそのままになっている部分という部分もあります。進

んでいる部分もありますけれども。  

 ですから、確かに今健康日本21のお話されましたけれども、こういうものもきちっと進行管

理するというのは、行革がいいのか別にして、特に福祉なんか、医療福祉の連携の話も今議会

でされていましたけれども、きちっとそういうものをつくって、どう連携させて、どう進めて

いくかという、そういう推進部門、こういうものは本当に必要だなというふうに認識しており

ます。ですから、今ここでそれを具体的にどう進めるということははっきり申せませんけれど

も、認識としてはそう思っておりますので、計画をつくりっ放しではなくて、きちっと進行管

理して進めていくということを念頭に置きながら行政を進めてまいりたいと考えております。  

〇委員長（吉田和子君） 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕。一般質問でないから、それ以上は言わないけれども、た
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だ、今のこの三つの計画なら三つの計画も保健、福祉、医療の視点でいけば、そういう担当参

事がきちっといて、そこが全体を見て、その全体の中でつくる。一つ一つの計画をつくるので

なくて、全体の計画をつくるというようにしないと、生きないです。今助役言いましたけれど

も、では進行管理含めて見てどうやってやるのだと。行革がやるのか、健康福祉課がやるのか、

それぞれが有機的に結びついて効果が出るような形、それはよしんば国のお金であって、まち

のお金を使っていないとしても、町の職員がつくるのなら、それは人件費かかっている話なの

です。そして、もし効果上がらないのだったらやらない方がいいです、はっきり言えば。つく

って何もしないのなら、やらない方がいいです。それぐらいの構えや行革含めた担当があるの

だから、何のためにいるのかとなりませんか。そういうところに視点をきちっと向けて、私今

言ったのは行革が悪いと言っているのではない、そういうことではないのです。違う。そうい

う視点で行政が仕事をやらなければだめでないかということなのです。例えば私前に資源エネ

ルギーの何だかという計画もらったのだ、立派なやつ。青いので、資源エネルギー……  

          〔「新エネルギー」と呼ぶ者あり〕  

〇14番（大渕紀夫君） 新エネルギーか。あれだって、本は大した立派だけれども、やられて

いるのかもしれないのだけれども、そういうことを含めて、どこかでもうちょっと整理すると

いうことを考えられたらいかがですか。  

〇委員長（吉田和子君） 三國谷助役。  

〇助役（三國谷公一君） いろいろ話が出ましたけれども、根本のところは、先ほど言いまし

たけれども、この計画をつくるに当たっては、次世代もそうですけれども、地域福祉計画にし

ても、障害者の福祉計画にしても、行政全般にわたりますので、これはそういうことで先ほど

町長言いましたけれども、参事職というのを配置したのもそういうことです。単なる係でなく

て、きちっとした課長職を配置して、全体を網羅した計画になっていきますから、全課の調整

になっていきますから、そういうことで参事職を配置したと、こういうことでございますので、

その進行管理に当たっての話に戻りますが、町長も来年の４月までにそういった医療、保健、

福祉の連携の部分での担当参事といいますか、そういった部署もということを言っております

ので、そういうところできちっとつくられた計画を進行管理させる、またそれをどう有機的に

連携して計画を進めていくかということは、そういうところで検討していかなければならない

ものだなというふうに考えております。  

〇委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。  

〇９番（吉田正利君） 前段の質問と同じ趣旨で質問いたしますが、181ページ、大変小さい言

い方で申しわけないのですけれども、一応予算編成と効率化の問題に絡んで質問いたしますの

で、決して計画そのものに対してどうこう言っているのでないのですが、ひとつお伺いいたし

ます。  

 児童の午睡用の布団の借上料のところで167万円計画しております。これは、リース料だと思

うのでございますが、現在の布団の新規の価格もそんなに高くないわけですが、例えば１万円

にすると167組、これをリースするわけでございます。いろいろと衛生上の問題もあると思いま
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すので、それらの理由は十分あると思うのですが、例えば予算という一つの観点から見たとき

に、毎年この167組の布団に相当するもののリース料を払っていくと。合理的に考えて、果たし

て正しいのかどうか、ちょっとご見解をお願いします。  

〇委員長（吉田和子君） 長野町民サービス課長。  

〇町民サービス課長（長野征幸君） 布団のリース料の関係でございますが、先ほど吉田委員

もお話のとおり、まず視点の第１は衛生面でございます。６カ月以上のお子さんをお受けして

ございますので、やはり定期的に衛生的な布団を借りるという形が最も子供たちの安全、衛生

上いいであろうということで、実は借りてございます。昔と言ったら言葉は悪いのですが、昔

は布団を持参させたこともあるのですが、基本的には例えばおねしょをするとか、あるいはい

ろんなトラブルが発生して衛生的に必ずしもよくないというようなことでリースに切りかえた

という経緯もございますので、基本的にはやはり衛生面での安全を期してリースにしていると

いうことでご理解いただきたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。  

〇９番（吉田正利君） 多分そうだと思います。ですが、それらを含めて効率的な回転という

ことの一考を要すると思います。  

 以上でいいです。  

〇委員長（吉田和子君） ほかに質疑のございます方、どうぞ。ございませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 次へ進みます。  

 ８、４款環境衛生費に入ります。188ページ、１項保健衛生費、１目地域保健費から200ペー

ジ、２項環境衛生費、１目環境衛生諸費まで質疑のございます方、どうぞ。 

 10番、宗像委員。  

〇10番（宗像 脩君） 宗像です。195ページの予防接種事業経費のところで質問いたします。  

 そこの、いわゆる委託料の中に予防接種委託料というのがあるわけですけれども、これは概

要の中でこれには何人、これには何人という項目があって、インフルエンザには1,060人という

数字が出ていました。去年も同じく1,060人。去年というのは15年度です。今回も1,060人。た

またま去年、町民の方から聞いたりお医者さんから聞いたのだけれども、予防接種は受け付け

を「いきいき４・６」でやりますと。ところが、ある日もうそれが終わってしまったわけです。

終わってしまったということは、予防接種受けたいのだけれども、そっちの方の補助がないか

ら、金額は忘れましたけれども、何千円出してもいいから、私受けたいという人がかなりいた

と。これは、お医者さんの話です。それで、実際にお金をたくさん出して注射を受けた。注射

を受けた人はまだいいのです。その後から行った人は、もうワクチンがありませんから、でき

ませんという、そういう現実が去年あった。年が明けました。ことしの１月、同じお医者さん

が、ことしはインフルエンザ、大はやりなのだ。気をつけてくださいねということを言ってい

ました。私の言いたいのは、1,060人で去年切った。ことしも1,060人。それで切るのでなくて、

ことしはこういうふうになりそうだというときには即受け付けるとか、何らかすべきではない
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のかな。もう1,060人になったのだから終わりだよということでなくて、町民を主体に考える、

そういう方策はとれないかという質問です。  

 以上です。  

〇委員長（吉田和子君） 三戸健康福祉課長。  

〇健康福祉課長（三戸功二君） 高齢者のインフルエンザのワクチンの関係なのですが、予算

上では530本ということですから、１本で２人、1,060人、そういうことになりますけれども、

実は平成14年度も最終的には1,434人。これは、予算上はそういう予算組んでおりますけれども、

その申し込みに応じて、予算全体枠の中で対応してきたと、そういう実態あるわけです。実は、

昨年なのですが、それは確かに予算上は1,060人という部分ですが、当然それは今までずっと経

過の中で今申し上げたような扱いしてきているのです。当然ワクチンがあれば、希望の皆さん

全員に接種できた状況があろうかと思いますけれども、ご承知のとおり昨年非常に、ＳＡＲＳ

の問題もあったと思いますけれども、このインフルエンザの接種受ける方が急増いたしました。

そういう関係で、ワクチン不足という、そういう状況が出てまいりました。私ども昨年は、最

終的には2,160名の方に接種を受けていただいております。その中で、最終的には120名の方が、

これは申し込み受けた時点でも、そのときはもうワクチンがほとんど入ってくる可能性がない

という中でございましたので、もしワクチンが入った場合は対応できますよという条件つきで

受けて、最終的に受けられなかった方が120名ということが去年の実態なのです。  

 ことしも、これらについては昨年の実態等を踏まえて、当然皆さんに行き渡るような、そう

いう方法を考えたいと思いますし、まず一つは、予算上の問題は中でやりとりしますから、ひ

とついいのですが、ワクチンの確保をいかにしていくかというところが大変大きな問題でござ

いまして、最近の報道なんかも見ていますと、実は平成15年度においては厚生労働の方でも平

成14年度の実績から実は４割増しのワクチンをメーカーに製造依頼しているのです。それが今

回こういうふうに少なくなったというか、こういう状況あったというのは、私ども聞いている

のは、特に大病院なのかなというふうに思いますけれども、注文してこのまま保管してしまう

という部分があるのです。これは、当然ワクチンはある一定温度で保管しなければだめですか

ら、そういう設備のあるところは恐らくそういうふうに保管してしまったのだろうと。最近は、

保管しているやつを今国の方ではメーカーに戻すような指導も今しているようですけれども、

ただこれからのワクチン接種というのはどれだけ効果あるというのはあれですが、いずれにし

てもそういうような、一度にストックすることは後で返せるよと、そういう形になっているも

のだからストックしてしまうのです。何かその辺のペナルティーみたいものをつくるなり、そ

ういうふうにしてもらわないと、必要なところに必要な分だけ行き渡るというようなシステム

がなかなかとれないのかなと、そんなふうに思っていまして、少なくとも私どもの方としては、

必要なワクチンの数をなるたけ確保できるような方策をこれからもメーカー等を含めてしてい

きたいなと、こういうふうに思っています。  

〇委員長（吉田和子君） 10番、宗像委員。  

〇10番（宗像 脩君） 宗像です。せんだって生活習慣病の方が全然、こっちは何人と予定し
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たのだけれども、来ないという。逆にインフルエンザはたくさんいたと。そのほかにも、イン

フルエンザだけでなくて、いわゆる需要と供給のアンバランス、例えば今生活習慣病の話しし

ましたけれども、それは全然入ってこないのだというと予算が余るわけです。インフルエンザ

の方は足りないとかワクチンがないとかという、その辺を、何もインフルエンザだけでないの

です。ほかの予防接種全部含めて、その中でなかなかぴたっとはいかないと思いますけれども、

今課長の話では、ことしも何割か増しでしてくれるのだろうな、ワクチンも確保してくれるの

だろうなという期待を持って言っているわけですけれども、ひとつそのあたりを需要と供給を

よく見きわめて対処してほしい。答えがあれば……。なければないでいいです。  

〇委員長（吉田和子君） 三戸健康福祉課長。  

〇健康福祉課長（三戸功二君） 先ほどのご答弁と重複するかもしれませんが、そういうこと

を留意しながら進めてまいりたいなと、このように思います。  

〇委員長（吉田和子君） 13番、斎藤委員。  

〇13番（斎藤征信君） 斎藤です。環境衛生費の201ページ、クリーン白老の事業についてなの

ですが、ここに清掃作業員とございますね。清掃作業員の仕事の中身なのですけれども、これ

は町内会の人たち、活動でいろいろごみ集めたり何かしているやつを集めて歩いて、それを回

収するという、そういう作業ですよね。ちょっとそれを教えてください。  

〇委員長（吉田和子君） 二瓶生活環境課長。  

〇生活環境課長（二瓶 充君） この中に入っています清掃作業員というのは、クリーン白老

で各町内会で春、秋に収集しますね。それについて、うちの方で事業団を通して集めて、それ

を運搬したりする、そういう作業員です。  

〇委員長（吉田和子君） 13番、斎藤委員。  

〇13番（斎藤征信君） わかりました。  

 それで、私聞きたかったのは、今年度の予算の中で緊急雇用対策というのは、かなり大幅に

使用していると。利用しながら、一人でも多くの雇用をふやしていきたいという考え方という

のもよくわかるのですが、まちの中の汚れだとかごみの収集だとか、これはもっとやらなけれ

ばならないし、手のかかることではないのかなというふうに見ているわけですけれども、そう

いう雇用対策費を使いながら、もっとまちをきれいにするための作業員というのをふやすこと

ができるのではないだろうか。人を雇って、ごみを集めて歩くと、こういうようなことという

のはぜひ必要だし、例えば季節によって、雪解けの後に出てくるごみだとか、それから夏の海

岸の汚れだとか、そういう季節なんかに限って言っても、やはり集中的にやらなければならな

い。そういうときに緊急雇用対策費なんかを使って人を雇うというような、そういう方法とい

うのは考えられないのかどうなのか、そこのところをお伺いいたします。  

〇委員長（吉田和子君） 二瓶生活環境課長。  

〇生活環境課長（二瓶 充君） 現在でも緊急雇用の補助金使う、使わないは別にして、これ

は常時補助事業として人を雇って、そして対応していくということになる事業ですけれども、

私どもの方としては、高齢者事業団に対して、春、夏だけでなくて、常時大型ごみの改修とか、
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先日お話ありました家電の不法投棄の部分とか、それを１人では無理ですから、うちのパトロ

ール員１人いますけれども、そういう中で必要な時期に使っていると。職員として採用してや

っているということですので、集中的に常時、町内くまなく毎日のようにやるというのも一つ

の方法かもしれません。ただ、海岸の部分でも、斎藤委員、昨年もご質問ありましたけれども、

海岸は海岸で高波起きると、何ぼ清掃してもすぐ漂着するのです。これは、日本の問題だけで

なくて、韓国から流れてきたりしているわけです。そうすると、今いろんなクリーン作戦、小

学生から皆さん、町内会もやってくれていると。私ども現状の中で、皆さん自主的にやっても

らっている中、そういう事業も含めた中で取り組んでいくべき問題でないのかなというふうに

考えています。  

〇委員長（吉田和子君） 上坊寺産業経済課長。  

〇産業経済課長（上坊寺博之君） 緊急地域雇用創出特別対策事業の関係でございますけれど

も、ことしが一応最終年度と。11年度からやりまして、ことしが一つの区切りの年になってご

ざいます。その中で、今の事業、多分一般枠という形の中でとられる事業なのですが、予算的

にちょっと小さくなってきております。今残りと言ったら変ですけれども、政策枠が主にござ

いまして、その中の事業でことしは８事業組んでございまして、多分一般枠については今ちょ

っととりにくくなっているという状況でございます。  

〇委員長（吉田和子君） 山本土木課長。  

〇土木課長（山本憲次君） 一応土木の方でのごみ拾いの実態についてお話ししますけれども、

うちの方で４月から10月まで草刈り作業員ということで臨時作業員を２人雇用しております。

そういうふうな中で、専ら４月から５月までについては、町道のごみ拾いを集中的にさせてい

るというような状況でございます。その中には、公園だとか施設の保守点検等も含まれており

ますが、ほとんどがごみ拾いということで、草生えるまで、草刈りまでの間はごみ拾いという

ことで当たっております。  

 以上です。  

〇委員長（吉田和子君） 18番、加藤委員。  

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤です。191ページ、（３）のうち19節の救急医療啓発普及費、

これはどういうことをしておるのかということと、前年対比30万円くらいアップになっていま

すけれども、なぜそういうふうになったのかということ。  

 もう一点は、201ページ、（８）、飛生地区飲料水対策経費ですが、その後飛生地区の状況は

どういう状況にあるのか。ほとんど昨年と変わらないのかどうか、そのあたりを含めてご説明

願いたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 三戸健康福祉課長。  

〇健康福祉課長（三戸功二君） 救急医療の啓発普及費ですけれども、これは東胆振圏の広域

救急の関係なのですが、苫小牧市が窓口になってございまして、そして要は日曜とか祭日のそ

ういう救急のときに病院、苫小牧であれば市立だとか王子だとか、そういうところに救急医療

のお願いをしているわけです。それの負担金が今まで１市６町で負担をしていたのですが、そ
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こには一部これまでは国の補助金通じて道の方から入ってきていたのですが、実はそれがカッ

トされたわけです。今回カットされまして、その部分、救急医療の必要性というのは当然ある

わけですから、それを１市６町でそれぞれで負担し合うということになりまして、今回こうい

うふうに前年と比較しますと増額になったと、そういう経過がございます。 

〇委員長（吉田和子君） 二瓶生活環境課長。  

〇生活環境課長（二瓶 充君） 飛生地区の地下水の汚染の関係です。  

 状況は変化しているかどうかという部分ですけれども、改善になっておりません。その中で、

これは土壌汚染というのが一度汚染されると、根本的な解決策としては、土壌改良というか、

取りかえるしかないという部分が今までの事例の中でもあるのです。ですから、あそこの広大

な部分を根本的に解決するということにはなかなか難しい問題があるなというふうに考えてお

ります。その中で、浄水器も約10年近くになるのです。そういう中で、実際に利用する人は飛

生小学校の地下水、深井戸の部分については汚染されていませんので、皆さん、浄水器の水よ

りも地下水を使っている方も若干ふえている部分があるのです。使っていらっしゃる方もおり

ます。そういう中で、３カ月に１回とか、そういう水質検査も行っていますけれども、現状の

中ではやむを得ないのではないのかなというふうに考えております。  

〇委員長（吉田和子君） 18番、加藤委員。  

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤です。わかるのですが、ほとんど改善されていない。何十

年もかかるでしょう。土壌がきれいになるということになると、何十年か何百年か知りません

けれども、相当の年月がなければだめだ。しからば、ずっとこのまま続けていかなければなら

ないのかということにもなるので、こういう飛生地区ばかりではなくて、全道的に養鶏場とか

養豚場とか、そういうところのある地域では、こういうことは根本的にいろいろ悩みがある地

域があると思うのだけれども、そういう地域なんかも少し参考にするような方策というのはと

れないものかどうか、ほかの地域で。自然に任せるといったら、本当に１世紀もかかるような

状態。それまでずっと見ていかなければならないのか。機械ですから、恐らく相当古くなって

くれば性能も落ちてくるでしょうし、時にはまた新たなものに入れなければならない時期が来

ると思うのだけれども、そのあたりの見通し、難しいかもしれませんけれども、どのように考

えておられますか。  

〇委員長（吉田和子君） 二瓶生活環境課長。  

〇生活環境課長（二瓶 充君） 今加藤委員おっしゃるとおり、道東の方でも畜産関係での汚

水なりなんなりが地下水を汚染しているという状況出てきてまいりました。それで、白老だけ

でなくて、北海道でも最近の情報としてなのですが、一つの対策会議を設けて、予防という意

味と、実際に解決策がないのかどうかという部分での対策会議をつくりたいという、そういう

情報が本当に最近流れてきているのですけれども、ただその中身を見ますと、最終的には簡易

水道的な部分でそこの対応策を考えるとか、やはり相当の投資をしなければ、根本的にはなら

ない部分なのです。ですから、その照会来たときに、私どもも道の方に照会した中で、うちみ

たい状況の中で、根本的な抜本策何かあるのかというのを逆に私ども聞きたいという部分でち
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ょっと照会もしているのですが、担当の方としては、まだそこまでの視野に入れての会議では

ないと。まだちょっと情報交換の部分で対応していきたいという、まだその程度の状況です。

したがいまして、今の部分では、すぐ即効的にどうする、こうするという部分はなかなかとり

づらいという問題でないのかなというふうに考えております。  

〇委員長（吉田和子君） ９番、吉田正利委員。  

〇９番（吉田正利君） 199ページの質問いたします。  

 同じく委託料の問題で環境測定の計上してございますけれども、この単価そのもの、予算額

は昨年対比でどうなっているか、ひとつ教えていただきたい。  

 それから、現在分析の関連で何社に発注されているのか。それについて、ひとつご回答いた

だきたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 二瓶生活環境課長。  

〇生活環境課長（二瓶 充君） この金額については、昨年の実績に基づいた見積額を計上し

ているということでございます。なおかつこの水質の中身とか騒音とか、いろいろ委託料の部

分では分けられる部分がありますが、これの欠点については入札行為の中で単価見積もり合わ

せ、そういうもので決定しているという状況でございます。  

〇委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。  

〇９番（吉田正利君） 往々にして環境測定の一つの基準というのは、なかなか専門的な知識

が必要でございまして、単価の改正とか切り下げは難しいのですけれども、最近はそのような

意味で、非常にこの市場性も意外と飽和しておりますから、単価そのものは相当数下がってい

るはずでございます。昨年同期と同じ見積もりしているという、計上だということでございま

すけれども、これらについては十分配慮されて、ひとつ効果的な発注をお願いしたいなと思う

のでございます。  

〇委員長（吉田和子君） 二瓶生活環境課長。  

〇生活環境課長（二瓶 充君） ほかの委託料の部分もいろいろご提言ありますが、私どもも

そういう形の中で対応していきたいなと思っています。  

〇委員長（吉田和子君） ７番、西田委員。  

〇７番（西田祐子君） ７番、西田です。３件お尋ねいたします。  

 まず、189ページの母子保健事業費のところの弗素塗布の委託のところなのですけれども、こ

れは町の水道の方に弗素を入れてとか、どうのこうのとか、そういうことは考えていらっしゃ

らないのでしょうか。何か前にもそういう話があったというのですけれども、余りにも経費が

かかり過ぎるのか何なのか、中止になったと聞いていたのですけれども、まずこれを１点お伺

いします。  

 それと、二つ目は、199ページの白老町の動物慰霊祭のことなのですけれども、ここのところ

で犬、猫の死亡したときに引き取り料、今のところ白老町は無料なのですけれども、町として

はこの辺、使用料というのか手数料というのか、考えていらっしゃるみたいなのですけれども、

慰霊祭につきまして、例えば引き取りしていただくときに幾らかの負担をしていただいて、そ
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うしますと年間どのくらいの取り扱い料になるかわかりませんけれども、それで慰霊祭ができ

るのではないかなと。  

 三つ目のところなのですけれども、クリーン白老事業経費のところかな思うのですけれども、

最近白老町でごみ捨てが、苫小牧あたりなんかはいろいろ規制とか条例とかつくっているみた

いなのですけれども、白老町でないみたいなのですが、ごみのポイ捨てする人たちが固定的に

というのですか、定期的にというのですか、買い物袋にぽっと入れて、その辺に投げておくと

か、何かそういうのが結構あちこちあって、環境衛生課で大変だと思うのですけれども、その

辺の対策とか何か考えていらっしゃいますでしょうか。  

 以上、三つです。  

〇委員長（吉田和子君） 暫時休憩いたします。  

          休憩 午後 ２時１６分  

                                           

          再開 午後 ２時１６分  

〇委員長（吉田和子君） 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 武岡水道課長。  

〇水道課長（武岡富士男君） 西田委員のご質問ですが、弗素、これを水道水の中に浄水場の

あたりでどうなのかというようなご意見だと思いますけれども、ご承知のように弗素というの

はゼロ歳から成人されている方全員に必要のない物質でございますし、まして水道水の基準で

は弗素を入れるというような基準には今のところなっておりませんので、そういうことでご理

解ください。  

〇委員長（吉田和子君） 二瓶生活環境課長。  

〇生活環境課長（二瓶 充君） 私の方から２点お答えいたします。  

 まず、死亡犬の関係です。有料化にしたらどうなのかと。その有料化のお金で慰霊祭とかの

経費が出たらということなのですが、まず基本的に、今町の方で行っています死亡犬を自宅ま

でとりに行っているという行為が果たして私どもの担当課として過剰サービスでないのかなと

いう部分があります。そういう中で、実態や何かいろいろ近隣町村や何かも調べていますが、

自分のペットが亡くなったものを、役場の職員がわざわざ家までとりに行くと、それも無料で

というのは、やはり今時代に合わないというふうに考えています。そういう中で、これについ

ては有料とか無料……どうしても持っていけないと。例えばうちは小動物の焼却施設あります

から、そこまで持っていきたいのだけれども、お年寄りで持ってこれないというような方がい

た場合には有料という形の中でそれを回収に行くということも考えられますが、基本的には今

考えている部分では、これは各それぞれの飼い主が施設の方に持ってきてもらうという形で今

考えています。これは、近いうちに取り組みたいと思っております。  

 それと、もう一つ、クリーン白老の中の、隣まちの苫小牧とかの話載っていますが、ポイ捨

て条例の関係だと思います。それで、今町の方では環境基本条例、基本的な条例を今つくる形

の中で、先ほども説明しました６月に議案として出すという考え方でいますけれども、それに
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基づいた基本計画も同時進めていくことになっていまして、その中で具体的な、今ポイ捨て条

例的なもの、有効的な方策が、ポイ捨て条例なのか、ほかに何かあるのか、いろいろ検討しな

ければならないなというふうには考えています。その中で議論になっていくということになり

ます。  

〇委員長（吉田和子君） ７番、西田委員。  

〇７番（西田祐子君） ありがとうございます。  

 犬、猫の部分なのですけれども、これは持っていったら無料ということですか。やっぱりそ

のまま無料なのでしょうか。私、犬を引き取っていただいたのですけれども、やはり自分のう

ちで飼った犬とか動物ですから、無料でやられるというのはすごく心苦しかったので、反対に

お金を取っていただいた方がうれしかったのですけれども、そういうものがちょっとあったも

のですから、その辺もちょっと考えていただいたらありがたいかなと思うのですけれども。  

〇委員長（吉田和子君） 二瓶生活環境課長。  

〇生活環境課長（二瓶 充君） 貴重な提言なのですが、近隣のまちを調べてみますと、私ど

もの方では先ほど言いました小動物の焼却施設というところで処理しているということなので

すが、ごみとして処理して、ごみ料として240円もらったりしているという自治体もあります。

いろいろなまちの中で取り組みはしているのですが、その中で持ってきてもらって、それを焼

却するのに取るかどうかも含めて、ちょっとその辺は検討課題にさせていただきたいなと思い

ます。  

〇委員長（吉田和子君） 暫時休憩をいたします。  

          休憩 午後 ２時２１分  

                                           

          再開 午後 ２時３５分  

〇委員長（吉田和子君） 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 初めに、先ほど徴税費のところで大渕委員から質問ありましたことに対しまして、答弁をし

たいと思います。  

 それと、もう一つ、吉田委員の質問に対しても補足説明がありますので、両方一緒によろし

くお願いいたします。  

 前田税務課長。  

〇税務課長（前田博之君） 大渕委員からご質問ありました納税組合が取り扱う額はというこ

とで答弁保留させていただいておりましたので、答弁申し上げます。  

 まず、町税４税で納税組合が取り扱う額は、14年で見ますと6,908万円となっております。町

税収入額に占める組合の割合は2.9％でございます。  

 次に、吉田正利委員さんからお話ありました税等過誤納還付金の取り扱いについての答弁で

ございます。私の方で簡潔に答弁できませんので、調べてきましたので、答弁させていただき

ます。  

 それで、税等過誤納還付金等はということでございますけれども、これにつきましては法人
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町民税の予定申告分が年度経過してから確定した額に過誤納があった場合、その額を還付する

ものであるということでございます。  

〇委員長（吉田和子君） 引き続き会議を進めます。  

 先ほどのナンバー８で質疑のある方、いらっしゃいませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 次へ進みます。  

 ナンバー９、202ページ、２目公害対策費から210ページ、５項上水道費、１目上水道施設費

まで質疑のございます方、どうぞ  

 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。あえてここで聞くのですけれども、その前に項目あ

ったのですけれども、202ページの公害対策費ですけれども、白老川と白老海域の調査委託料は

前に出ておりますよね。ところが、記憶なのですけれども、以前は公害対策ということで白老

川以外の水質調査もやっていたような記憶が私自身あるのです。これで海域の委託料、その前

の前のページの委託料というのは白老川と白老海域だけなのか。これは、国の基準か何かがあ

って、そこは調べなくてはいけないか何かなっているはずなのです。ということは、敷生川を

含めた白老の河川の水質調査は全く行っていないのかどうか、また行う考えがないのか、以前

やっていたのか、あえて公害対策費の中でひとつお尋ねをしたいというのが１点。  

 もう一点が204ページの墓園費で墓地を買うときに家族で一つしか買えないものなのかどうか。

１家族一つだけなのかどうか。こういうケースがあったのです。例えば自分の母親と自分の父

親の墓を別々に買いたいと、そういうことはできない仕組みになっていますか。それだけ、ち

ょっと済みません、お尋ねしたいのです。  

〇委員長（吉田和子君） 二瓶生活環境課長。  

〇生活環境課長（二瓶 充君） まず、河川の関係ですが、年１回、10河川について実施して

おります。白老川だけではないです。これについては、道の計画に基づいて白老町の方でも、

北海道の方でもやっておりますが、白老町の方でも年１回という形の中で毎年実施しておりま

す。  

 それと、今墓地の購入、母親、父親の分、２区画購入できるかという部分については、ちょ

っと調べさせて、後でお答えいたします。  

          〔「自分の親とか自分の妻の親となったら二つ要るという意味です。  

            そういう意味ですから」と呼ぶ者あり〕                 

〇委員長（吉田和子君） 17番、及川委員。  

〇17番（及川  保君）  及川です。209ページ、２目の塵芥処理費の中の（２）、（３）、ごみ

収集経費はわかるのですけれども、一般廃棄物の広域処理経費、単純なうわさで聞いたのです

けれども、アップするのでないかなという話なんかを聞いていたのですけれども、今回1,000万

円近い減額になったのです。この大きな要因、何でしょうか。  

〇委員長（吉田和子君） 二瓶生活環境課長。  
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〇生活環境課長（二瓶 充君） ことしの減額になった理由ですが、昨年クリンクルセンター

の方でダイオキシンの関係の装置を３年経過した中で取りかえたという事例がありました。そ

れに基づいた形で私どもの負担金を払ったということで伸びたのです。ことしは、その負担す

る部分ありませんので、減額になっているということでございます。  

〇委員長（吉田和子君） 16番、谷内委員。  

〇16番（谷内 勉君） 16番、谷内です。203ページの大気汚染測定についてお聞きしたいので

すが、今現在北吉原に１個、測定器ありますね。これは、６種類といいましたか、それとその

ほかに白老町で実際ほかのところで測定している箇所があるのか、この辺のところをちょっと

お伺いをしたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 二瓶生活環境課長。  

〇生活環境課長（二瓶 充君） 自動測定という形の中では、はまなすスポーツセンターのと

ころにある１カ所だけです。ただ、悪臭とか、一時的に臭いとか、そういう部分での苦情とか、

いろいろあるのです。畜産関係でにおいがするとか、そういう部分については私どもの方で特

定事業所も含めて年４カ所実施しております。今言った自動測定については１カ所だけです。  

〇委員長（吉田和子君） 18番、加藤委員。  

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤です。先ほどの及川委員と関連あるのですが、207ページ、

（１）、これもクリンクルセンターでやっていることはわかるのですが、うちらの方も何ぼか

応分の負担をしてセンターは建っているわけなのですが、要は一部事務組合にはなっていない

わけなのですよね、組織的に。それで、いろんな問題が出た場合に、一部事務組合となります

と議員の中からも何人かはそれに参画して、白老のいろんな話も向こうにできる。向こうの話

も我々聞ける。それから、いろいろ料金の問題、いろんな問題あると思うのですが、そういう

場合にやはり白老の意見をクリンクルセンターで採用してもらいたいというような要求があっ

ても、それは事務方を通じていくことはあるのでしょうけれども、果たしてそういう今の形態

でこのままずっと推移していっていいものかどうか、ちょっと私疑問に思うのですが、そのあ

たりはどのようにお考えになっておられますか。  

〇委員長（吉田和子君） 二瓶生活環境課長。  

〇生活環境課長（二瓶 充君） 確かに一部事務組合ということでなくて、登別の焼却する部

分に参加させていただいているという形態の中でこういう状況になっています。したがいまし

て、会議というのですか、議会というのですか、一部事務組合の議会も設置されないという状

況があるわけです。ですから、この中で白老町の意向なり、そういうものについての意見を反

映させるという部分については、事務方の部分は当然やらなければなりませんが、理事者等の

対応の中で率直な意見交換をするということが必要になってくると思っていますし、そういう

部分では登別市の方にも意向は伝えてあります。そういう中で、向こうの理事者、こちらの理

事者の中で話し合っていこうという部分では、向こうも好意的な対応をしていただいていると

いうことでございます。  

〇委員長（吉田和子君） 18番、加藤委員。  
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〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤です。経過はわかるけれども、やはり事務方としてもいろ

いろ不便な面があるのではないのかなという気がするのです、今の状態をちょっと聞いても。

やっぱりバックアップする人たちがいなければ、事務方が行っても、なかなかそういうふうに

ならないだろうと思うので、やはり将来的にはフィフティー・フィフティーというわけにはい

かないかもしれませんけれども、そういうことの構想的なものは考えられるのですか。向こう

の反応はどんなものでございますか。一課長に聞いても難しいのかもしれないけれども、その

あたりはどのように理事者は考えておられるか。  

〇委員長（吉田和子君） 三國谷助役。  

〇助役（三國谷公一君） 一部事務組合、登別市が建てたのに私ども参画させていただいたと

いう、そういう部分がございまして、なかなかそこまで具体的に実は申し上げていないのです

が、毎年１回、前にもお話ししましたが、市長、それから助役、市の幹部、こちらも同じよう

な形でいろんな課題、問題点を話しておりますが、ごみの広域処理につきましても、毎回毎回

議題として上げておりまして、率直な意見交換を含め、私どものご要望等も申し上げさせてい

ただいて、現在のところは円滑にそういった話が進められておりますので、ある程度のことは

申し上げられている状況というふうに考えております。  

 将来的にそういうことが、なかなか意見が通らないとか、進めていく上で問題点があるよと

いうことになりましたら考えたいと思いますけれども、現状の中では十分そういった話し合い

を進めながら、円滑のもとにこういったごみ処理が進められていくと思っておりますので、し

ばらくはこういう形で進めさせていただきたいと思っています。  

〇委員長（吉田和子君） 二瓶生活環境課長。  

〇生活環境課長（二瓶 充君） 先ほどの大渕委員のご質問ですが、私どもちょっとそこのと

ころ認識していなかったのですが、妻と夫の両方の分として購入することができるということ

で、事例としてもあるということです。  

〇委員長（吉田和子君） ほかに質疑のございます方、どうぞ。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 次へ進みます。  

 ナンバー10、５款労働費及び６款農林水産業費に入ります。212ページから228ページまでの

労働費及び農林水産業費全般について質疑のございます方、どうぞ。  

 13番、斎藤委員。  

〇13番（斎藤征信君） 213ページのワークステーションについて、ちょっとお伺いしたいので

すが、本会議の中でもいろいろと議論がございましたけれども、雇用推進員の仕事ということ

で言えば、情報提供すること、それからあっせんをすること、それからハローワークからの情

報なんかでやっていくのだと思いますけれども、この推進員がじかに各企業を回って求人を開

拓して歩くのか、そういう仕事も含めてこういう仕事になるのでしょうか。そのあたりを教え

てください。  

〇委員長（吉田和子君） 上坊寺産業経済課長。  
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〇産業経済課長（上坊寺博之君） ワークステーションの関係についてご説明申し上げたいと

思います。  

 一般質問の方でもお答えしておりますが、今ワークステーションの機能としては２通り考え

てございます。一つは、無料紹介所を実施すると。これは、労働省の届け出が当然要りますが、

届け出が受理されたらやりたいという考え方であります。もう一つは、従来からやっておりま

す雇用推進員の活動、これをワークステーションのもう一つの機能として考えております。と

いうのは、無料紹介所の事業と申しますのは、町内だけの区域に限られたものでございますの

で、それは町内の中で求職と求人のマッチングをさせていきたいと。これは、従来ハローワー

クでもやっているような事業という認識をしていただければ結構かなと思います。  

 もう一つの機能としましては、苫小牧、登別、室蘭方面の事業所もさらに拡大したいという

考え方をしております。というのは、３月末で日本製紙、もろもろの離職者が出てくるもので

すから、多分白老の中ではとり切れないだろうと、そういう観点から、そういう事業所に向け

て求人の募集開拓をしていきたいという考え方でおります。  

 以上であります。  

〇委員長（吉田和子君） 13番、斎藤委員。  

〇13番（斎藤征信君） 斎藤です。ちょっとわからなかったのだけれども、このまち中心の就

職あっせんという形になるのだけれども、苫小牧の職安ですか、ハローワークや何かの情報を

的確にこちらで取り入れて、それであっせんをしていくと、こういう道筋というのがついてい

るわけですね。ということと、それから今聞いたのは、では各企業のどれだけの求人があるか

というのをこちらで待っているのでなくて、自分から企業を全部調べて歩いて、それをもとに

してやるのかどうなのか、その辺を聞きたかったのです。  

〇委員長（吉田和子君） 上坊寺産業経済課長。  

〇産業経済課長（上坊寺博之君） 当然町内の新たな開拓と申しますか、そういうものを当然

やっていきたいと思っています。というのは、先ほど言いました無料紹介所の機能というのは、

従来町内においてもハローワークに登録されないで求人をされている事業所もおります。それ

が町内で無料紹介所の許可をとりますと、白老町がそういう機能できますので、もっともっと

町内企業の方については登録がしやすくなるだろうという考え方をします。それと一緒に、今

回雇用推進員を増員しますので、増員された方々が体制が強化されますので、くまなく町内を

回ると同時に、町外も出ていくということで、待っているばかりでなくて、企業さんに訪問さ

せてもらって、いろんな雇用制度もございますので、それを説明する中で、例えば１人多く使

っていただくとか、そういうようなものは当然努力してまいりたいと思っています。  

〇委員長（吉田和子君） 13番、斎藤委員。  

〇13番（斎藤征信君） わかりました。  

 ということは、この推進員という人は、各企業の事業の内容をよく精通しているとか、職安

に顔きいて、情報を持ってこれるような、そういう人が推進員として採用されるということに

なるのでしょうかということと、もう一つは緊急雇用対策事業として、これはこれからもすご
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く大事な仕事になるのだろう。今本当に一番必要なところではないのかなと思っているのです

が、臨時事業ということになっていますので、ワークステーションがこれからもずっと設置さ

れていく見通しがあるのかどうなのか、そのあたりお聞かせください。  

〇委員長（吉田和子君） 上坊寺産業経済課長。  

〇産業経済課長（上坊寺博之君） 先ほど申し上げましたとおり、無料紹介所の機能をとるわ

けでございますので、一応厚生労働大臣に届け出まして、来年すぐやめるということにはなら

ないものですから、当然これは引き続いて来年度以降も続けていきたいと思っております。  

〇委員長（吉田和子君） ７番、西田委員。  

〇７番（西田祐子君） ７番、西田です。223ページの林業振興対策経費のところでお伺いいた

します。  

 白老の町有林の管理なのですけれども、今年度臨時経費もいっぱい出ていますけれども、ど

のような形で管理されているのでしょうか、ちょっとお伺いしたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 和野産業経済課参事。  

〇産業経済課参事（和野敏夫君） 町有林の管理につきましては、そこについては町が町有林

の管理ということで施業計画を立てまして、保育、それから除間伐、こういう仕事をして、正

常に生育のできる環境をつくっていっている。それで、それにつきましては、町内の林業を営

んでいる方へ発注しまして、森林組合の育成ということで森林組合に対して管理委託を、その

施業を委託して行っているということになっています。  

          〔何事か呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 和野産業経済課参事。  

〇産業経済課参事（和野敏夫君） この臨時事業の項目、北の森づくりだとか、これですか。

全部ですか。  

 北の森づくり緊急対策事業というのは、これは町有林の、これは町内に点在している小規模、

小さい面積で、それが分散的に除間伐を実施しなければいけない私有林に、その森林所有者の

経費の負担軽減ということによって行っております。これでいきますと、面積が40.16ヘクター

ルです。そして、それの経費負担軽減ということで、１ヘクタール当たり１万4,000円を森林所

有者に支援をしている、そういう事業でございます。それで、これにつきましては、町と道で

半分ずつの負担ということになっております。 

 それから、もう一つ、次の21世紀北の森づくり推進事業です。これにつきましては、町内に

点在する190ヘクタールの民有林、無立木地を人工的に更新し、森林の多面的機能の充実を図る。

要するに無立木です。木の生えていないところに木を植えて、そういうことで森林が持つ保水

能力だとか、そういうやつの機能を持たせるということでやっております。これにつきまして

は、16年度では４カ所、四つの森林所有者に対しての民有林をやるということで、面積につい

ては44.98ヘクタールというところでございます。これも道の支援と、それから一般財源の上乗

せという中で事業を進めていっております。  

 次に、森林整備地域活動支援交付金交付事業、これにつきましては森林所有者の森林施業の
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実施に不可欠な地域活動、要するに保育だとか除間伐、そういうものを積極的にしていただき

たいということに対する支援でございます。これにつきましては、全町で252.45ヘクタールあ

ります。その中で１ヘクタール当たり１万円を支援するということで、これにつきましては道

と、それから町の一般財源の上乗せがあってやっております。  

 ホロケナシの森整備事業ですけれども、これにつきましては森野地区にありますホロケナシ

駐車公園のちょうど駐車場になっているところから下がっている下の部分が町有林ということ

で、町でそこの整備、下草刈りだとか、それらの事業を行っております。  

 以上です。  

〇委員長（吉田和子君） 18番、加藤委員。  

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤です。223ページ、（５）です。優良和牛受精卵生産助成事

業ですが、これは私非常に大事な事業だと思うのですが、前年対比180万円減になっております

が、なぜこうなっているのか、それが一つ。  

 それから、229ページ、19節負担金、補助及び交付金、補助金の中でほっき貝の種苗はいいの

ですが、ばか貝の種苗が中止になっているわけなのですが、ばか貝の放流事業、ばか貝が少な

いということで全然見通し立たないのかどうか、そのあたりを伺いたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 和野産業経済課参事。  

〇産業経済課参事（和野敏夫君） 優良和牛受精卵生産助成事業180万円の減ということで、こ

れにつきましては事業実績見合いで行っております。そういうことでご理解願いたいなと思い

ます。  

〇委員長（吉田和子君） 上坊寺産業経済課長。  

〇産業経済課長（上坊寺博之君） えぞばか貝の種苗放流の関係でございますが、これは長い

間虎杖浜漁協の方で続けてきた事業でございますが、ここ数カ年、稚貝の供給ができないとい

うこともございまして、また増加が放流の割には急激に伸びていないということで、虎杖浜漁

協の方ではこれにかわるものとしてほっき貝の方で改めてこれをふやしながらやっていきたい

ということで中止になったものでございます。 

〇委員長（吉田和子君） 18番、加藤委員。  

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤です。さっきの受精卵のことで、実績見合いの予算計上だ

と、こう言うのですが、それだけ利用する人が少ないという意味なのですか。これは、非常に

大事な事業だと僕は思っているのですけれども、実績がこうだからいいと。補正する可能性は

あるのでしょうけれども、要望があれば。そのあたりの考え方、ちょっと伺っておきたいです。  

〇委員長（吉田和子君） 和野産業経済課参事。  

〇産業経済課参事（和野敏夫君） この事業も平成８年から続けられてきております。それで、

当初年間10個ぐらいの受精卵しかとれないのでないかという中で事業を進めてきておりまして、

これにつきましては約９年ぐらいの中で窒素ボンベに凍結になった受精卵がかなり残っていま

す。そういう中で、前の年に採卵した卵を使っていくだとか、そういうことで全体的に事業量

が減ってきていると。そういう中で、助成のその年に係る経費も下がってくるということでご
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理解願いたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。223ページの改良センターの関係なのですけれども、

できる前とできた後、簡単にどれぐらいの成果があったかということが一つ。  

 それと、226ページ、水産振興費の中で、町政執行方針にもありましたし、議会の方の産業建

設常任委員会でも水産関係の専門員を配置するという話がありました。このめどといいましょ

うか、当たりがあって、そして今どれぐらいの動きになっているのかということ。それと、合

併されるわけですけれども、合併後、もちろん今でいう虎杖浜漁協と白老漁協の範囲を見れば

いいということになるのでしょうけれども、そこら辺、指導体制は円滑にいくのかどうか、そ

の点、水産振興費の関係でお尋ねしたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 和野産業経済課参事。  

〇産業経済課参事（和野敏夫君） 白老牛改良センターの運営費助成事業にかかって改良セン

ターの取り組み、その後の成果どうなっているかということなのですが、これの運営費助成に

つきましては、当初12年の予算からやっております。12年から５カ年計画ということで、これ

につきましては改良センターの牛に対するえさの給餌だとか、それから清掃だとか、堆肥の整

理だとか、そういう方に係る人件費助成ということで、平成12年に年額200万円ということでや

ってきておりまして、これにつきましては町内の農家の子弟というか、農業をやりたいという

人を平成12年から３年ぐらい雇用しまして、その後その方も一身上の都合でおやめになってお

ります。そういう中で、構成員がみずから出ていって、それらの作業を行う。要するに共同作

業、そういうものが構築できてきたのかなと、そういう成果があったと認識しております。  

 それから、ここに599万7,000円なので、あとの399万7,000円というのにつきましては、昨年、

15年度から白老町内の肉牛の振興を図るべく営農指導員的な方を和牛センターに配置して、町

内の営農指導と、それから改良センターの技術の向上という形で行っております。そういう中

で、前に産業建設常任委員会の委員さん方も見えられたと思いますが、その中でこの指導員が

あそこから出てくる家畜のふん尿を堆肥化して、それを町内の希望する方へ堆肥として販売も

したりしております。そういう中で、この方が畜産以外にも一般の町民の方々と連携、要する

に改良センターと一般の人方の連携はとれる、一部ですけれども、そういう成果があったので

ないかなと。  

 それからまた、低コスト生産ということで、牛のえさ、これにつきましても既存の売られて

いる単価よりもまだ下げた、えさのコスト低減を図っているということで、農家への利益、そ

ういうものが一円でも二円でも農家負担が軽減されたと思っております。  

 以上です。  

〇委員長（吉田和子君） 飴谷町長。  

〇町長（飴谷長藏君） 私の方から、漁業専門員の関係でございますが、実は北海道では漁業

栽培公社というのがございまして、道の出先なのですが、そこにもお話ししております。それ

と、北大の水産学部ですか、そちらの教授とも実はお話ししているのですが、そういう方とい
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うのはほとんど役所もしくは役所の出先みたいなところにいらっしゃるのです。それで、若い

人では時間がかかりますので、我々としては実は30代後半から40代の半ばまでという条件出し

ています。即戦力ということで出していますので、若干まだ時間かかっています。  

 それと、これから合併に向けてどうなのだという話なのですが、実はこの件に関しましては、

白老漁組、虎杖浜の漁組にもお話ししています。それと、登別市の市長さんとも広域行政の会

議の中でも私の方から投げかけております。前段で漁組を置くべきかなというお話です。それ

で、登別から白老の沿岸までということでお願いした方がいいのでないかという、大体見解を

いただいております。それよりも先に、まずは漁業専門員を置くと。  

 それと、若干私の方から、和野参事説明しましたが、改良センターのことですが、まず第一

は素牛つくっている農家というのは、皆さんご承知のとおりそれぞれ職人なのです、今までは。

どちらかというと、情報の共有がなかったと、そういうことからも実は改良センターに人を配

置したわけなのですが。  

 それと、改良センター見ますと、今の嘱託員といいますか、その人は農家回りもしています。

そして、営農指導もしている。それと、これから限りなく白老牛のなお一層のブランド化を図

るためには、ある程度の、例えばえさの統一とか、そういうこともしなければなりません。そ

れと、あと市場、流通の関係、今いる人はそういうのも詳しいものですから、そういうことを

主体的にやっていただいて、農家の人たちの基本的な意識もかなり変わってきたと、私はそう

いうとらえ方をしております。  

 以上です。  

〇委員長（吉田和子君） 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。水産専門員の方はわかりました。一生懸命頑張って

やった方がいいと思います。  

 ただ、今の改良センターなのですけれども、行ったときにこういうふうに聞いたのです。年

間、いい牛が改良センター１棟だけでは無理だと、直接聞いたのです、私。もう一棟建てると、

非常に効率よく出せるというふうに聞いたのです。もちろんお金のない中です。ただ、町長の

町政執行方針にもありますように、産業振興含めて、やっぱり将来どうやって白老のまちを豊

かにするかということで言えば、今の投資というのは、今の改良センターのお話を聞いた範囲

では、それが継続できれば、必ず将来生きるのではないかというふうに私は思えるのです。そ

うすれば、負担割合がどうだとか、いろんなことがきっとあるのでしょうけれども、もう一棟

やっぱり建てて、改良センターが本当に機能できる形、１棟ではどうしても年間通して出せな

いということなのです。そうであれば、やっぱりそういうところに集中投資をするということ

こそ、将来の白老のためにはなるのでないかと思うのですけれども、金との相談、もちろんあ

りますけれども、ご見解がありましたらちょっとお尋ねしたいのですけれども。  

〇委員長（吉田和子君） 和野産業経済課参事。  

〇産業経済課参事（和野敏夫君） まさに私たちもあそこで12年に事業展開したときには、最

低でも500頭規模欲しいという中で計画をした経緯があります。そういう中で、今の96頭で本当
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にいいのかというのは、一年でも早くもう一棟建てたいと。要するにそういうことによって、

本当は96頭で毎月４頭ずつの出荷と。要するに半分半分の、96の半分ですから48頭、これが出

ていって、また48頭入れていくと、そういう形で年間のスケジュール、定期出荷、定量出荷と

いうことが可能になります。ただ、今のところ月４頭の出荷、これについては牛の成長度合い

もあります。そういう中で、ずれると必ず経営の収支に影響するということで、もう一棟ある

ことによって、その不足分、ロス分を補えるということで、早ければもう一棟欲しいというの

が担当者としての気持ちです。ただ、そのためにはいろんな補助制度があると思っています。

そういう中で、道だとか、それから畜産振興事業団だとか、そういうところとお話をさせても

らっています。ただ、どこも厳しいという中で、何とかないかということで補助事業を探して

おります。もうしばらくお待ちください。  

〇委員長（吉田和子君） 10番、宗像委員。  

〇10番（宗像 脩君） 10番、宗像です。223ページの（８）、畜産振興総合対策事業、もうち

ょっと詳しく教えてください。  

〇委員長（吉田和子君） 和野産業経済課参事。  

〇産業経済課参事（和野敏夫君） これにつきましては、資源リサイクル事業、堆肥舎と、そ

れから還元用草地整備、これの部分です。要するにここに計上されているのは町の持ち出しの

部分、それから道の上乗せの分、13％分、それから農家負担の５％分と、これが合わせた形で

１億3,858万7,000円になっています。それで、堆肥舎につきましては、これは８棟を整備しよ

うということで事業が進んでいます。それから、草地整備については約24町を整備しようと。

それらに係る町の負担上乗せ分、それから道の上乗せ分、農家の負担分の合計がここに入って

おります。  

 以上です。  

〇委員長（吉田和子君） 10番、宗像委員。  

〇10番（宗像 脩君） 堆肥舎のことなのですが、今回は８棟というのですけれども、これは

締め切りがたしかあったはずですけれども、そのあたりはどうなっていますか。締め切りまで

全部できそうなのかどうなのかということです。  

〇委員長（吉田和子君） 和野産業経済課参事。  

〇産業経済課参事（和野敏夫君） 計画では、25棟建てる計画でおります。そういう中で、道

のパワーアップ事業が平成16年末までということになっております。それで、うちの方で計画

した25棟については、16年中に完成になります。  

 ただ、あともう一つ、17年まで延びる事業があります。これは、還元用草地整備事業と、そ

れから牛舎周りのパドック整備という、この事業は17年まで続きます。  

 以上です。  

〇委員長（吉田和子君） ほかに質疑のございます方、どうぞ。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） なければ、次へ進みたいと思います。  
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 ナンバー11、７款商工費に入ります。230ページから236ページまでの商工費全般について質

疑のございます方、どうぞ。  

 18番、加藤委員。  

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤です。231ページ、（２）、商工会補助金、前年対比ちょっ

と減っているのですが、そのダウンした要因、それをお聞きしたい。  

 それから、次の233ページ、（２）、企業立地助成金、これは前年に対して大幅にアップして

いるのですが、発表はできるかどうかは別にして、助成の対象になるのがあるのかどうか、そ

のあたりお聞きしたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 上坊寺産業経済課長。  

〇産業経済課長（上坊寺博之君） まず、１点目の商工会の補助金でございますが、これにつ

きましては主に人件費と活動費に補助してございます。そのうちの人件費、従来正職員が１人

おやめになりまして、それを正職員対応ではなく臨時対応したいということで補助金の減額し

てございます。  

 それと、企業立地助成金の関係でございます。これにつきましては、企業が立地しまして、

その後３カ年、固定資産税相当額助成すると、そういう補助金でございまして、本年度は３件

対象になっております。３年目の企業が１社、それと２年目の企業が１社、それと１年目の企

業が１社ということでございます。個別の金額は控えさせていただきたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。  

〇４番（鈴木宏征君） 231ページの商工振興対策経費、今町から商工会、観光協会、社協、体

育協会ですか、町職員を派遣しておりますよね。商工会にも派遣しておりますが、この派遣し

ている職員を今後どのように考えているかということと、今どんな条件で派遣させているのか

ということがわかれば教えていただきたいと思います。それぞれにやればいいのでしょうけれ

ども、派遣という意味でくくりが何かばらばらにならないので、一つの考え方あるのでないか

と思って聞いたのですが、だめでしょうか。もし別々にやれというのだったら別々にやります

けれども、どうなのでしょう。  

〇委員長（吉田和子君） 三國谷助役。  

〇助役（三國谷公一君） それでは、職員の派遣に関してですけれども、基本的にはご存じの

とおり派遣法に基づいて派遣しているのですが、その基本は一応２年間ということで派遣して

います。その個人個人ですね、そういう形でしておりますけれども、状況によっては派遣して

いる団体さんの方と協議をさせていただきまして、例えば２年の方をもう一年ということにな

りましたら、本人のご意向も確認しながら、要はこの派遣するだけの理由があるかどうかとい

うことも含めて検討して、状況を含めて、ご要望をお聞きした中で個別個別に対応しておりま

すけれども、基本的にはその法律に基づいて、その職員とは２年間という派遣をしている状況

でございます。  

〇委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。  

〇４番（鈴木宏征君） 今町もこのように厳しい状況ですし、派遣するにはそれだけのものが
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あって派遣はしていると思うのですけれども、やっぱり少し考え方として、切りかえというの

か、よく派遣している団体とお話をして、考え方を切りかえていかなければならないような今

時期になってきたのかなというような気はするのです。今まで派遣しているから、そのままず

っと派遣しているということではなくて、やはりある一定のところまで来たら、今町の職員だ

って削減しておりますよね、計画的に。その中で派遣しているわけですから、そこら辺の条件

をもう少し厳しくと言ったらおかしいですが、関係している商工会とか観光協会さんと白老の

状況をお話しさせてもらって、そのしかるべき対応というのを、そういう方法でしかないのか

どうかという、派遣するという方法でしかないのかどうかも含めてやっぱり検討していく時期

ではないかなと思うのですが、そこら辺どうでしょうか。  

〇委員長（吉田和子君） 三國谷助役。  

〇助役（三國谷公一君） この目的は、例えば福祉の分野でも商工分野でも観光部門でも、な

かなか行政だけの力では立ち行かなくなっているということで、やはり行政と、そういった各

団体とが連携して、お互い相乗効果を上げながらその施策を推進していくというのが一つの目

的であろうというふうに考えております。そういうことから、例えば局長クラスにうちの課長

職を充てて派遣して、お互いの連携を密にしながら進めているという状況でございますが、委

員おっしゃられますように、このことにつきましてはやはり効果が上がらなければ、これは意

味ないことですから、十分その辺を検証しながら今後も対応してまいりたいと、このように思

っております。  

〇委員長（吉田和子君） 10番、宗像委員。  

〇10番（宗像 脩君） 10番、宗像です。235ページの観光行政についてなのですが、実はけさ、

北海道新聞に大きく出ました。大手の旅行会社のＪＴＢが白老で七つだったですか、メニュー

があって、体験修学旅行という記事が大きく出たものですから、新聞以外の詳しい話を知りた

いと。  

〇委員長（吉田和子君） 上坊寺産業経済課長。  

〇産業経済課長（上坊寺博之君） けさの新聞かと思います。その件につきましては、昨年の

４月から実際に動いている事業でございまして、このように財団含めまして、白老入り込みが

減っているという現状の中で、いかにふやすかという形の中で取り組まれた一つのものでござ

います。それと、もう一つは、登別との広域の関係で、一応その役割をもって誘致しましょう。

登別は、一応基本的には宿泊。白老では、文化を含めた体験で、お互いに相乗効果が上がるよ

うな誘致活動をしましょうと。一昨年の10月ですか、協議会ができまして、その動きの中で進

められてきております。というのは、白老はそういう中で文化、体験の役割を担ってございま

すので、いかにそういうような良質な体験プログラムをつくっていくかということは白老に課

せられた役割だと思っています。その中で、国内の最大大手の旅行代理店とタイアップをしま

して、プログラムを８本つくりましょうということで昨年の４月から現実に動いてきておりま

す。これは、大手旅行代理店のプログラムの一つとして全国発信されるわけでございますが、

それに白老町のプログラムを８本つくりまして、全国3,000名いる旅行代理店の営業マンが各学
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校にセールスをしていくというようなプログラムでございます。その受け入れとしては、白老

に各全道から来る支店の連絡窓口を設置しなければならないということになってございまして、

そういう組織についてはこれから観光協会中心に動いていくというような形で現在来ておりま

す。  

 以上であります。  

〇委員長（吉田和子君） 10番、宗像委員。  

〇10番（宗像 脩君） 私もその記事を見て、これはすごいことをやっているなというふうに

思いました。特にそのメニューの中にはポプリが入っていたり、あるいは白老牛改良センター

が入っていたりということで、これはいいなと思ったのですけれども、新聞では七つかそのく

らいなのですけれども、もっと候補が、うちでもやりたいよとか、あるいは町の方からおたく

でもどうですかとかという、そういう施設がこの七つですか、それ以外にあったのかどうか。

最終的に七つに絞られたのか、そのあたりはどうですか。  

〇委員長（吉田和子君） 上坊寺産業経済課長。  

〇産業経済課長（上坊寺博之君） これにつきましては、ＪＴＢの一つの企画商品として売り

出されるものですから、当町でもそういう体験資源につきましては洗い出しをさせていただき

まして、これは事前学習、それから現地に来てもらう学習、それから事後学習という、学習教

材がつきますので、それに対応すると言ったら変ですが、十分満足するようなプログラムとい

うことで、当面は白老町で八つのプログラム。新聞では七つとなっていましたけれども、それ

ともう一つ別なプログラムを１本、８本のプログラムをつけたということで、これはあくまで

もうちの方から素材を提供して、旅行代理店と協議しながら、これは全国的に発信しても十分

足りるものだと、そういうものを当面は厳選させてもらってつくり上げたということでござい

ます。今後については、それがふえていくかどうかというのは、また協議していかなければな

らないかなと思っています。  

〇委員長（吉田和子君） ほかに質疑のございます方、どうぞ。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 暫時休憩をいたします。  

          休憩 午後 ３時２８分  

                                           

          再開 午後 ３時３９分  

〇委員長（吉田和子君） 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 ナンバー12へ進みます。８款土木費に入ります。238ページ、１項土木管理費、１目土木総務

費から248ページ、３項河川費、１目河川総務費まで質疑のございます方、どうぞ。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 次へ進みます。  

 ナンバー13、248ページ、２項河川改良費から258ページ、５項都市計画費、２目公共下水道

費まで質疑のございます方、どうぞ。  
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 ４番、鈴木委員。  

〇４番（鈴木宏征君） 257ページの（３）ですが、公営住宅ストック総合活用計画の中身を、

一応財政課長にはちらっと説明はいただいたのですが、もう少し中身を説明してほしいのです。  

〇委員長（吉田和子君） 松井都市整備課長。  

〇都市整備課長（松井俊明君） 白老町の公営住宅ストック総合活用計画の概要について、ち

ょっとお話をさせていただきます。  

 白老町では、平成３年度策定の白老町公営住宅再生マスタープラン、それから平成５年度に

策定しました白老町地域高齢者住宅計画、ＨＯＰＥ計画に基づきまして、住宅建設を実施して

おります。住宅建設を実施しているところでありますが、少子高齢化の進展や地域をめぐる社

会経済情勢の変化、それから公営住宅法が改正になりまして、設備内容について変更がござい

ます。その変更等について、住宅マスタープランを作成し、その下位計画である白老町公営住

宅ストック総合活用計画を定めて、白老町全体の住宅政策、それから町営住宅の政策を定めな

ければならないことになりました。これにつきましては、住宅マスタープランを策定しません

と、今、日の出の公営住宅５号棟をやっていますけれども、その後６号棟やった後、別な町営

住宅を建設する場合、補助採択にはなりませんので、今つくります白老町公営住宅ストック総

合活用計画とあわせまして、住宅マスタープラン、白老の将来の住宅全体の計画を策定するこ

ととしております。その内容につきましては、白老町の概要と住宅事情、それから関連諸計画

の概要、公営住宅の管理状況、住宅事業の検討、白老町の住宅施策の展開方針、重点的な住宅

施策の方針、それから住宅施策の推進方向、町営住宅ストック活用の基本方針、それからスト

ック利用計画等を定めることになっております。  

 以上でございます。  

〇委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。  

〇４番（鈴木宏征君） 今説明を受けたのですけれども、以前にマスタープランですとかＨＯ

ＰＥ計画だとか、計画をつくっていますよね。ここを見ると、今、日の出の方につくっている

公営住宅のマスタープランが終わって、次期の計画をつくるためにはこのプランを立てないと

採択にならないと、そういうことですよね。  

 それで、先ほども計画といったら、今回の予算の中で計画の作成業務委託料というのが４本

ぐらいあるのです。町長の先ほどの答弁にも、手づくりでつくるという、そういう考え方の中

で委託料を見ましたら障害者福祉が264万4,000円ですか、地域福祉が261万3,000円、次世代が2

96万1,000円、今回の公営住宅のストック総合活用計画が732万8,000円ですか、かなり莫大な費

用ですよね。それで、今までマスタープランとかＨＯＰＥ計画をつくってきた過程の中で、今

後どうするかという公営住宅の判断、そういうものがかなりされてきて、マスタープランなり

が今できてきていると思うのです。それから考えると、時期はちょっとずれていますけれども、

計画そのものにかかわる公営住宅というのは、ただ耐用年数は過ぎていますけれども、その程

度で環境は余り変わっていないのでないかと思うのです。そういう中で、また新たにそういう

計画を立てていかなければならないということが、このような大きな金額になるのではないか
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なと思うのですが、今までやった計画づくりの中のいろんな資料がありますけれども、そうい

うものを有効に利用することによって、かなり委託料というのが軽減されるのではないかなと

僕は思うのですが、これ思うだけの話で、実際どうなるかわかりませんけれども、ぜひ手づく

りというのか、自分たちで考えられる部分は自分たちでやって、この委託料を少しでも軽減で

きるような、そういう考え方をぜひ持って、４本ともそうなのですが、やっていただきたいな

と思うのです。一つの計画、ほかのところで先行してやっているところも聞いてみたのですが、

その条件もいろいろあると思うのですが、かなり安くやられているところもあるのです。そう

いうところを聞くと、何か工夫をすることによって、この委託料というのがかなり軽減してい

くのではないかなというようなことを思いますので、ぜひ住宅の計画についても、今までやっ

た計画の中で使える資料があるのであれば、やはりどんどん使っていって、軽減することを努

力してみてください。これは、提言というのか、お願いします。  

〇委員長（吉田和子君） ほかに質疑のございます方、どうぞ。ございませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 次に進みます。  

 ナンバー14、258ページ、３目公園費から268ページ、６項住宅費、３目住宅建設費まで質疑

のございます方、どうぞ。  

 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。261ページ、一つは、以前にもちょっと聞いたのです

けれども、ＳＬポロト号の件なのですけれども、あそこに置いておくというのはどうも違和感

があるような気がするのと、イオルの関係がございますので、移すような考え方がないかとい

うのが一つと、萩の里公園の関係なのですけれども、263ページ、公有財産購入費で土地の購入

出ていますけれども、これで土地の取得は終わりでしょうか。まだ開発公社なりどこかで取得

に残っているものがあるのかどうか、これで土地が終わりかどうか。  

 もう一つ、この整備計画なのですけれども、議会でも随分議論になったのですけれども、こ

れは長期展望、50年、100年の計画でいこうではないかと。なるべく今投資をしないで、自然の

ままで必要最小限の投資で町民が自然に触れられるというようなものが望ましいのでないかと

いうような意見を我々ずっと言ってきたのですけれども、今後まだ整備をする考えがあるのか

どうか、その点についてお尋ねをしたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 山本土木課長。  

〇土木課長（山本憲次君） まず、１点目のＳＬポロト号移設の件でございますが、前回もご

答弁申し上げているとおり、ＳＬを動かすということになりますと、移設費が大体1,000万円オ

ーダーでいくだろうということでございます。そういうふうな中で、また移設先を選定するの

も非常に大変な状況でございます。そういうふうなことで、前回ご答弁申し上げたのは、あの

地区のイオルの整備計画に合わせて検討してまいりたいというような形でお答えしておると思

うのですが、今回も答えは変わらない状況でございますので、ご理解いただきたいと思います。  

 それと、萩の里の公有財産購入費、これは土地開発公社からの買い戻しでございますが、こ
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れについては今回40万1,635平米という買い戻しを予定しております。これは、年次計画で平成

18年ですか、年次計画については後ほどお答えさせていただきますが、そういうふうな計画の

中で今進めております。これは、公社の買い戻しだけです。  

 それと、もう一点の整備計画でございますが、萩の里、100年単位の森づくりという形の中で

整備を進めてきております。第１期計画につきましては、15年で一応終わる予定になっており

ます。これは、ケネルハウスのある沢の整備でございますが、その付近につきましてはエント

ランス含めまして、第１期計画が15年度で終わりまして、16年度に第２期計画という事業認可

をとる予定になっております。その整備計画といたしましては、一応５カ年の16年から21年ま

での第２期計画を持っていたのですが、とりあえず今公社の用地を先行というか、主として買

い戻しを進めまして、それに合わせて、全く用地だけという話になりませんので、今度彩りの

森、西側の沢なのですが、そちらの方の整備を多少進めていくということでございます。この

中にありますように、16年につきましては彩りの森の展望施設、要するに港が見えるような展

望施設を整備する計画になっておりますし、あと主な事業といたしましては、朝霧団地側のの

り面の崩落の場所がございます。それの緑化を一応３カ年計画ぐらいで考えております。それ

で、一応19年ぐらいまでに彩りの森だとか、その緑化計画が大体終わるものですから、一時そ

れで凍結しようという考え方をしております。主は、要するに用地の買い戻しということでご

理解いただきたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。わかりました。  

 それで、町有地はいいのですけれども、その奥に高速道路まで、全体で20町歩ぐらいたしか

あったような記憶があるのですけれども、民地も以前は若干貸してくれるところは借りて、そ

して歩けるような状況、そういうものをつくるというような話も、意見だけかな、出たことが

あるのですけれども、民地を借用してそういう形で利用するなんていうような計画はございま

せんか。  

〇委員長（吉田和子君） 山本土木課長。  

〇土木課長（山本憲次君） 今私が担当してから、民地を借りて散策路をつくったりというよ

うな計画はございません。今持っている200ヘクタールの全体計画の中で都市計画予定されたの

が160ヘクタールですか。その中で、園路を今整備したり、ほとんどもう整備されて歩かれてお

りますけれども、その中の階段工だとか、そういうふうな整備計画が残っているというような

程度でございます。  

〇委員長（吉田和子君） 煤孫助役。  

〇助役（煤孫正美君） 萩の里の自然公園ですけれども、今民地のお話、土木課長の方からご

説明したけれども、当時私担当しておりましたので、その中でちょっとお話しいたしますと、

今言われております高速道路側の民地、ホクレンの土地でございます。そこにつきましては、

私の方でホクレンの本社まで行きまして、いろいろな関係ありまして、売却はできないけれど

も、白老町の考え方がそういうことであれば、使うことについては問題ないというようなお話
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を伺ってきております。それで、そういう買収ができるような背景になりましたら、またもう

一回そこでホクレンさんと打ち合わせをすると。現在のところ、そのまま使ってよろしいとい

う返事をいただいています。そういう形で、今後も若干進めていきたいと思っております。  

 それから、先ほどのポロト号の話なのです。これは、知っておいていただきたいと思ったの

ですけれども、あのポロト号というのはＪＲ北海道からお借りしているものなのです。もらっ

たわけではないのです。それで、今も契約は続いておりますので、ただ白老町としては、やは

りあれを動かすということは、実態的にもう解体しかないのでないかなというふうに思ってお

ります。もうさびも相当入っていますし、それをどこかに持っていくということにもちょっと

ならないと思うのです。そういうことで、今後については、その辺もありますので、ＪＲ北海

道とも協議した中で、イオル構想も含めて、それから一生懸命やっていただいているポロト号

の保存会の方々、この方々も相談して、後々は決めなければならないなというふうには思って

おります。現在のところ、今どうするかというところは、まだ決まっていないという状態でご

ざいます。ご理解をお願いいたします。  

〇委員長（吉田和子君） 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。勉強不足で済みません。借りているという認識でな

かったものですから、申しわけありません。  

 そうであれば、これから中核イオルが本格的になったときに、あそこに置いておくことは可

能ですか。可能ですかという意味は、いずれにしても移すにしても返すにしても、あそこに置

いておくということは、借りているものならなおですけれども、置いておくことは、私は何か

できないのではないかなというような気がするのだけれども、例えば中核イオルがもうちょっ

と具体化になった段階で、いずれにしても返すか移すかしなくてはいけないという認識でいい

ですか。  

〇委員長（吉田和子君） 煤孫助役。  

〇助役（煤孫正美君） 実は、私も実際イオル構想が具体化してきた時点で、あのＳＬがイオ

ル構想になじむかというのは、やはりちょっと問題があるのでないかというふうに思っており

ます。ただ、まだイオル構想が具体的にどうするかということを決まっておりませんので、や

はりそういう中である程度の方向性が出たときに判断をしなければならないというふうに思っ

ております。  

〇委員長（吉田和子君） 19番、根本委員。  

〇19番（根本道明君） ＳＬの件なのですが、今助役の説明で大体わかったのですが、先ほど

土木課長の答弁の中で移動するには1,000万円ほどかかりますよというふうなことだったのです

が、いろいろ検討した結果1,000万円だと思うのですけれども、例えばあれを動かすためには相

手先、置く場所があって、初めてその金額が算出されるわけなのです。そして、答弁の中には、

まだどこに置くかも決まっていないのだというふうなことで、何かそこら辺がつじつま合わな

いような気するのですけれども、そこら辺がまず１点と、それからこれは何日か前にポロトの

周り、走る機会があって走ったのですけれども、そのときに公園の湖水のわきにうずたかく、
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１メートルぐらいの高さなのですけれども、建築副産物とかというふうな看板でしたが、飴谷

町長の名前で、そして湖水のすぐわきに100メートルぐらいの高さ、僕から見たら副産物なのか

何なのかわからないのだけれども、そういうふうにして置かさっていたのですけれども、あの

場面で、観光客が来るところで、そしてどのようにして使うのかわからないのですけれども、

建築副産物か残土か何かわからないのですけれども、ああいうふうなところにああいうふうな

ものを置くということ自体がどうなのかな、許可したのかどうなのかなと思うのです。  

〇委員長（吉田和子君） 山本土木課長。  

〇土木課長（山本憲次君） 先ほどの移動するのに1,000万円かかるのは、まだ移動先も決まら

ないのにそういう1,000万円っておかしいのでないかという話なのですが、あれを移動するとい

うことになれば、解体を一回しないとならないですよね。そういうふうなうちの方の中で全部

レールから何から移設して、また組み立てるということになると1,000万円になりますよという。

移動先決まらなくても、町内の移動距離であれば、そんな大差はないと私方は考えております。  

 それと、もう一点が湖畔に積んである建設の土砂の関係なのですが、それは私もきのう行っ

て、土木の方で聞きましたら、石山大通の今改良工事やっておりますが、そこで発生した土砂

を湖畔の方に持っていったということでございます。その理由は、あそこ振興公社の土地にな

っておりますが、産業経済課の方であそこを緑地にしたいということでうちの方に要請があり

まして、土木の方で運んで堆積したということでございます。  

〇委員長（吉田和子君） 19番、根本委員。  

〇19番（根本道明君） まず、ＳＬの解体して動かすというふうなことは、それはそのような

価格になるということはわかりますが、例えば今クレーンであれが壊れないように、線路の付

近に、あそこら辺に花壇ありますよね、そういうところへ何度か動かすというふうなことも考

えたら、僕はそんなに1,000万円もかかるような作業ではないのではないのかなというふうに思

うのですけれども、それはそれとして、もう一つ土砂を置く場所なのです。あそこは、ポロト

湖を見に来る観光客が湖水を見に来るわけなのです。その湖水を見に来るところに、幾ら芝生

を植えるためとはいえ、いかがなものかなと。観光客がたくさん来るところに建築残土見に来

るわけではないのだ、観光客というのは。そういうようなところに指導をきちっとすべきでは

ないのかな。置く場所なんてまだまだたくさんあるはずなのです。なぜああいうようなところ

にそれを認めたのかと。ちょっとそこら辺常識が、我々考えたら、何か庭先の一番いいところ

にあれだけうずたかく積んでいるというのはおかしいのではないのかなと思うのです。  

〇委員長（吉田和子君） １点目のＳＬの方の答弁。  

〇19番（根本道明君） いや、いいです。ＳＬの方はいい。  

〇委員長（吉田和子君） 上坊寺産業経済課長。  

〇産業経済課長（上坊寺博之君） 土砂につきましては、まず土木の方からもらった土砂でご

ざいますけれども、あれを春早々にならしまして、一応芝張るという予定になってございます。

というのは、ポロト地区の方からもご要請がございまして、あそこは委員おっしゃったとおり、

観光地ということで、従来から振興公社で管理しておりますけれども、取得してそのままの形
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で今までずっと来てございまして、一部温泉の周り、芝を張ったところございますが、やはり

そういう環境整備をすべきでないかという要請もございまして、なるべく経費をかからないよ

うにということで土砂をいただきまして、春４月早々になりましたらならしまして、一応芝を

まくというような予定で環境整備をしていきたいというような考え方で、今仮に土砂を置かさ

せていただいているということでございます。 

〇委員長（吉田和子君） 19番、根本委員。  

〇19番（根本道明君） それはわかるのです。わかるのだけれども、あえて湖水のわきに置か

なくても、こちら側の駐車場の奥の方にでも幾らでも置く場所はあったのではないですか。そ

ういうふうなことの配慮が必要ではないのですかというふうなことを僕言っているのです。  

〇委員長（吉田和子君） 煤孫助役。  

〇助役（煤孫正美君） 実は、先日ですか、私も初めてその話を聞いて、全く私どもの方の連

絡事項というのが、ちょっとしっかりと伝わっていなかったということで、全く申しわけない

と思っているのですけれども、今言われるとおり、早急に現地を見まして、やはり観光地とい

う、ポロトの背景というところも含めまして、早急に対応を練っていきたいと思いますので、

ご理解いただきたいというふうに思っております。  

 以上でございます。  

〇委員長（吉田和子君） ５番、玉井委員。  

〇５番（玉井昭一君） ５番、玉井です。萩の里の件なのですけれども、先ほど土木課長の説

明で21年までで大体工事あるいは土地の買い受けるのも完了すると。そうすれば、16年の予算

は１億5,000万円ぐらいですね。あと17年から21年までの、これおおよそでいいです。大体幾ら

ぐらいずつ工事費とかすべての費用がかかるのか。平均でいいですから、おおよそでいいです。  

〇委員長（吉田和子君） 山本土木課長。  

〇土木課長（山本憲次君） 先ほど申し上げましたのは、第２次計画が21年度までですという

こと、済みません、これ見ますと22年度までという計画になっています。それで、事業を実施

するのが、私どもの計画の段階で19年度まで。あとは、要するに第３次計画、ケネルの森でウ

ヨロ川の付近だとか、高速道路の方のまだ整備が残っておりますが、それを一時凍結したいと

いうことでございます。それに19年度までという計画につきましては、先ほど言いましたよう

に公社の用地の買い戻しを主にやっていきたいということでございまして、大体事業費といた

しましては、平均で6,000万円、19年度で3,400万円ぐらい落ちますけれども、16年、18年が6,0

00から7,000万円ぐらいという……  

          〔何事か呼ぶ者あり〕  

〇土木課長（山本憲次君） 16年から18年ですね。16年が7,348万円という。平均で大体7,000

万円ぐらい、18年度まで。19年度で一応3,500万円ぐらいという事業費の見積もりをしておりま

す。その中で用地がほとんど、先ほど言いました公有財産で大体7,560万円ですか、あと17年度

で大体7,000万円、18年度で2,660万円という、そういうふうな大体予定になっています。  

 以上でございます。  
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〇委員長（吉田和子君） ５番、玉井委員。  

〇５番（玉井昭一君） ５番、玉井です。19年までで一応第２次計画は終わるよということで

すね。平成20年以降は第３次計画になるかということなのですね。第３次計画というのは、も

う既に何をやろうかという計画はある程度あるのですか、要するに費用のかかることは。19年

で一応凍結というような話、さっき言っていましたけれども、それで何年か置きますよという

のか、それ以降、また20年から何か費用のかかることがあるのかどうか、その辺だけちょっと。  

〇委員長（吉田和子君） 山本土木課長。  

〇土木課長（山本憲次君） 一応第３期計画といたしましては、先ほど言いましたようにケネ

ルの森ゾーンという計画になっております。それは、先ほど言いましたウヨロ川だとか高速道

路側の方にケネルの森という計画がございます。そこにパークゴルフ場だとかビジターセンタ

ー、展望施設、水飲み場、駐車場や何かも計画しております。大体事業費で５億3,100万円と見

込んでおりますが、その分について一時凍結したいということでございます。  

〇委員長（吉田和子君） 13番、斎藤委員。  

〇13番（斎藤征信君） １点だけお尋ねします。  

 265ページの建築確認申請なのですけれども、ここ何年も建築確認申請がずっと落ち込んでい

たと思うのですが、最近数年の状況はどうなっているのかと。結局景気のバロメーターの一つ

でもあろうかと思うのですけれども、それがこれから先、明るい見通しが立つかどうか、その

あたりどういうふうに見ているかお聞かせください。  

〇委員長（吉田和子君） 松井都市整備課長。  

〇都市整備課長（松井俊明君） まず、建築確認申請の年間の受け付け状況なのですけれども、

平成11年が175件、平成12年が136件、平成13年が106件、平成14年が105件、平成15年が89件と

いう数字になっております。今後の見通しなのですけれども、今の経済状況がよくならない限

り、非常に難しいのではないかというふうに思っております。  

 あと、町の公共施設用地とか、そういうような売却できれば、またそういうのは変わってく

ると思いますけれども、現時点ではなかなか厳しいような状況になると思います。  

 以上でございます。  

〇委員長（吉田和子君） 13番、斎藤委員。  

〇13番（斎藤征信君） 数字としても大変な落ち込みようだなという感じがするのですけれど

も、私忘れてしまったのですけれども、一般住宅と、それから企業関係の建築確認申請という

のは別にありますよね。会社関係、企業関係でいうとどういうふうになりますか。  

〇委員長（吉田和子君） 松井都市整備課長。  

〇都市整備課長（松井俊明君） 今のところ、総数の資料しか持ってきていませんので、後で

お答えしたいと思います。  

〇13番（斎藤征信君） やっぱりこれも下がっている。  

〇都市整備課長（松井俊明君） 大体同じぐらいの状況、これ白老町のホームページなのです

けれども、ホームページに数は載っていないのですが、グラフの状況見ますと、大体同じぐら
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いの数字になっております。数字について、また後でお知らせします。  

〇委員長（吉田和子君） 11番、氏家委員。  

〇11番（氏家裕治君） 11番、氏家です。267ページ、266ページから続きますけれども、３目

住宅建設費の中で一つお伺いしたいと思います。  

 （１）の町営住宅の整備事業について、本年完成予定の日の出団地ですけれども、これの入

居に対してはどういった形で進められていくのかをちょっとお伺いしたいと思います。  

 また、入居対象者はどういった方々になるのか。  

 もう一点、ここの住宅に障害を持った方が入る対象住宅というのが２件あるのです。２カ所

になっているみたいですけれども、そこの入居基準といいますか、優先順位といいますか、そ

ういったところがどう考えられているのかをちょっとお伺いしたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 松井都市整備課長。  

〇都市整備課長（松井俊明君） 現在建設している日の出の５号棟につきましては、ことしの

６月末ぐらいに完成予定になっておりますので、それに合わせまして広報等で一般公募いたし

まして、その中で決定をしていきたいと考えております。  

 それから、入居基準につきましては、現在白老町の町営住宅条例に基づいて、同居する方が

いるとか、50歳、単身者はだめですね、あと一定の条件、町営住宅条例に基づきます入居資格

第６条に規定することに該当する方はみんな応募できるという形になります。  

 それから、ここにシルバーハウジングが２戸つきますので、それは別枠で募集しまして、そ

の中で検討していきたいと考えております。  

〇委員長（吉田和子君） 11番、氏家委員。  

〇11番（氏家裕治君） 障害者対象の住宅２軒に関しまして、やっぱり公募によるものという

形で考えるのでしょうか。  

〇委員長（吉田和子君） 松井都市整備課長。  

〇都市整備課長（松井俊明君） シルバーハウジング２戸につきましても、別枠というか、障

害者、高齢者向けの住宅ですから、その対象になる方は別にして、その中で検討していきたい

と思っております。  

〇委員長（吉田和子君） 11番、氏家委員。  

〇11番（氏家裕治君） 公募による、そういったものが平等で一番いいのかなと思うのですけ

れども、やっぱり障害を持つ方の重度、軽度というのは、僕よくわかりませんけれども、その

重度、軽度によって優先順位があっていいのではないかなと、こう思うのです。これは、僕の

私的な考え方かもしれませんけれども、それについての考え方がもしあれば。  

〇委員長（吉田和子君） 松井都市整備課長。  

〇都市整備課長（松井俊明君） 現在もシルバーハウジング申し込みされている方はたしか６

名ぐらいいると思います。その中でも高齢者の方と、あと障害者の方もございますので、本当

にほかの住宅に入れない、どうしてもそこでなければならないとか、そういう方がいれば、ち

ょっと検討させていただきたいと思います。今この場で、まだ募集していない中でいいとか悪
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いとかということはちょっと申し上げられませんので、そういうことでご理解願いたいと思い

ます。  

〇委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。  

〇４番（鈴木宏征君） 267ページの（４）、解体工事なのですが、これは今まで同僚委員の方

からこの解体工事についてはいろいろ質問がありまして、その質問に対して考え方というのを

聞いた上での質問でありますので、そういうことでご理解して答弁をしていただきたいと思い

ますが、一つはこの解体の方法なのですが、今どういう方法で考えてこのお金が出てきたのか

ということをもしわかれば。  

〇委員長（吉田和子君） 松井都市整備課長。  

〇都市整備課長（松井俊明君） シートで仮囲いしまして、ほこりや何かがほかに飛ばないよ

うな状況を考えました後、人力、それから機械解体で全部処理したいと。あとコンクリートブ

ロック等については産業廃棄物ということで、産廃処分場に運ぶということで解体の計画をし

ております。  

 以上でございます。  

〇委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。  

〇４番（鈴木宏征君） 僕も産業廃棄物の法律の改正があったやに聞いている部分もあるので

すが、前に桜ケ丘の野球の寮があそこにあったのですが、あそこは鉄筋コンクリートだったの

ですが、解体したものを細かく砕きまして、再生骨材というのか、そういう意味合いにして、

あそこにそのまま敷いたのです。そうしますと、わざわざ持っていって産業廃棄物として処理

するという費用がかからないからああいう形にしたのかな、ああいうこともできるのかなと思

って現地で見ていたのです。もしそういうことができるのであれば、現地でブロックを細かく

砕いて、そして再生骨材というような位置づけの中で敷地に敷くということも一つの方法では

ないかなと思って見ていたのですが、それができるような、法律の方がちょっとわからないの

ですが、実際そういうことをやられているところもあるので、一部改正になってそういうこと

もできるのだみたいな話も聞いていますので、ぜひそこら辺をやる前に、いろいろ安くできる

方法を考えて、検討してやられたらどうかなということと、まだこの土地というのは、土地利

用がきちっと決まっていないというのか、そういう状態ですよね。寿幸園がどういうふうにな

るか、病院がどういうふうになるかということがまだはっきりしないうちに解体始まるのです

が、やはりそういうことがはっきりして、この間助役の答弁の中でも、今公営住宅法に照らし

て、あそこ公営住宅を全部壊してしまわないと、用地の移転というのですか、公営住宅の敷地

から一般財源に転換できないのだと、用途廃止できないのだみたいな話しされていましたけれ

ども、それも今国の方とか道の方に照会しながら、そこを考えているという話をお聞きしまし

たので、そういうことがもしできるのであれば、解体するという時期を、何かもう少しそうい

うことがはっきりして、今町長だって６月までですか、寿幸園のことをどうするかということ

をお決めになるという話もされていますし、病院も近々どうするかということを検討しないと

だめだという、そういう時期にわざわざ300万円、400万円近くのお金をかけて、解体しなけれ
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ばだめなのかなというような気がするのです。そこら辺、もう少し何かそういう全体のことを

考えながら、ここにもう予算通ったからやるのだということでなくて、そういうことも全体考

えて、この計画というのをやっていかなければならないのかなと僕は思うのです。そういう将

来のことも展望して、これ見ても、どうしても２棟を今壊さなければならないというのは、何

か目的がよく、これだけ400万円をかけてやる目的がよくわからないのです。一遍にやるのは、

金かかるから少しずつやっていくのだという、何かそんな短絡的と言ったらおかしいのだけれ

ども、前に同僚委員も言ったけれども、あそこを解体も含めて、全部業者にお願いしてやると

いう方法ももしできるのであれば、やっぱりそういう方法が一番いいかなというようなことも

思いますので、もう少し時期を見てやられるということを思うのですが、どうでしょうか。  

〇委員長（吉田和子君） 松井都市整備課長。  

〇都市整備課長（松井俊明君） 鈴木委員言われたように、時期的には急いですぐやらなけれ

ばならない問題で、それはちょっと時間を見たいと思いますけれども、要するに解体するのは

ポロトに行く方だとか町立病院に来る方、そういう景観上、防犯上の問題、それから強風が吹

きますと屋根が飛んでいくとか、そういう関係で一遍には壊せませんけれども、徐々に年次計

画で壊していきたいという考え方です。  

 あと、町立病院、それから寿幸園の方針が出るまでは、年度内であれば待っていきたいと思

います。  

 それから、解体につきましては、助役答弁したとおりなのですけれども、なかなか法律上、

公営住宅法上の関係あっても、あくまでも町で壊さなければならないということもありますけ

れども、ただそれは公式上で、あと土地が売れれば売った方と中の話し合いで、それは町が発

注した形にして、そういうことはできると思いますので。  

〇委員長（吉田和子君） 煤孫助役。  

〇助役（煤孫正美君） 解体に関して、今言われましたブロックを再利用するというような形。

これは、私も実は桜ケ丘見てみました。それから、苫小牧市内でも実際そうやっているところ

を見てみました。ただ、本当にその形で法的に問題ないのかというところまでちょっと確認は

していないのです。  

 それで、先日も加藤委員の質問にもお答えしましたけれども、その辺も含めて、今担当部局

で北海道とも協議しまして、リサイクルの面からも検討を加えて、もしあれがよければ、やは

り進捗状況も大分変わってくると思います。ただ、今回の予算に上げているのは、やはりそこ

までまだ考え方及んでいませんので、今の形の産業廃棄物で取り除いて捨てた場合の形になり

ますので、もし仮にそういうことがよければ、まだ若干進んでいくのでないかということで理

解していただければというふうに思います。  

 以上でございます。  

〇委員長（吉田和子君） ほかに質疑ございませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） なければ、次へ進みます。  
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 ９款消防費に入ります。270ページから280ページまでの消防費全般について質疑のある方、

どうぞ。  

 10番、宗像委員。  

〇10番（宗像 脩君） 宗像です。町長か助役の方に伺いたいと思いますが、今ある消防本部

の庁舎の耐震、地震に耐える耐震あるいは耐用年数をどのように考えていますか。  

〇委員長（吉田和子君） 前田消防長。  

〇消防長（前田登志和君） 確かに建物は48年に古いものを増築いたしまして、今の庁舎にな

ってございますけれども、たび重なる補修は行っておりますけれども、震度何ぼでどういうふ

うになるというふうなところまでは、ちょっと検査といいますか、把握はしておりませんけれ

ども、阪神の大震災等において液状化現象とか、そういうことで出れなかったような状況もご

ざいますので、安全とは言えないのですけれども、何て答弁をしたらいいのか、そういうよう

な状況でございます。申しわけございません。 

〇委員長（吉田和子君） 宗像委員。  

〇10番（宗像 脩君） 去年十勝沖地震というような大きな地震が来ました。あれでも倒れま

せんでしたから、かなり強いのだなと思いますけれども、正直言って、もう何年も前からこの

問題出ているのです。字白老の方で一番地震に弱いのは消防本部庁舎でないかなというふうに、

私は見ているのです。学校だとか、そういう公共施設はよく、ここは危険校舎だよと、何年た

っているからこうだよという件数を出してやるのですけれども、消防庁舎だってやっているの

だろうというふうに思うのです。今大きな地震が来たら、まず倒れるのは消防本部庁舎だとい

うふうに思っているものだから、こういう質問したのですが、そこで町長、町長の任期中にこ

れを何とか、今回はないですけれども、何かお考えがあればお伺いしたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 飴谷町長。  

〇町長（飴谷長藏君） 今消防長から言いましたように、48年に建設した建物です。役場も同

じ年数ぐらいです。正直言いまして、やらなければならない、そしてやりたいというところは

いっぱいあります。病院も寿幸園も消防もそうです。それと、適正配置もそうです。いろいろ

あります。ですから、やらなければならないものは借金してもやらなければならないのです。

それはきちっと自覚しておりますが、いかんせん今財政の総合対策で示したように、今この大

変な窮地を乗り切らなければならないという状況です。  

 ただ、一番先に地震来たら倒れる建物だとも私は思っていないです、今までもちましたので。

それは、無責任な言い方になるかもしれませんが、ただ消防については七、八年前から建築時

期が来ているとか、場所があそこだとか、いろいろありました。その都度とんざして、棚上げ

になって現在に来ています。ただ、懸案課題が山積みです。消防は、優先のトップバッターと

は私は考えておりません。１番、２番、４番ぐらいになるのかなと思っております。財政事情

の中では大変厳しいのですが、そういうことなのでご理解いただきたいと思っています。  

〇委員長（吉田和子君） 10番、宗像委員。  

〇10番（宗像 脩君） ことしまた新規格の救急車が入るということから、消防車あるいは救
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急車、あるいは人的配置、そういうものを私の目で見ると、そんなによその町村には見劣りは

ないなというふうに思っていますし、大体白老を守っていくために虎杖浜と白老があるわけで

すけれども、それで十分といいますか、まずこれでいいと思うのです。  

 そこで、もう一回町長に聞きます。もし大きな地震が来て倒れたという仮定をします。町長、

倒れないと言いますけれども、その確率は高いと思うのですけれども、もしそういうことで倒

れた場合、国の特別交付金といいますか、そのあたりは当てになりますか、なりませんか。  

〇委員長（吉田和子君） 飴谷町長。  

〇町長（飴谷長藏君） もしでいいますと、役場も危ないし、どこも危ないのです。ただ、倒

れたときに交付金の対象になるかならないかは財政の方からお答えしますが、役場庁舎も同じ

ぐらいの年数なのです。ですから、消防と１年か２年ぐらいしか違わないと思います。消防だ

けが大変な状況ではない、みんな大変な状況だと思っていますので、ご理解いただきたいと思

っています。  

〇委員長（吉田和子君） 辻財政課長。  

〇財政課長（辻 昌秀君） 制度上、十分承知しておりません。災害復旧事業の可能性はある

と思いますけれども、いろいろ確認してみなければならないものですから、後でご説明させて

いただきたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） ７番、西田委員。  

〇７番（西田祐子君） 西田です。消防庁舎の件なのですけれども、前から何回も消防庁舎を

何とかしてほしいというのですけれども、財政的な問題あると聞いていまして、ただ一番心配

するのが白老町の消防自動車より救急車の方がすごく稼働率が高いのでないかなというふうに

私は見ております。それで、隊員の方々のお休みになられるところが狭くて、中にはいびきの

方もいれば、また救急車で出入りなんかして、なかなか安眠できないという状態もちょっと伺

っております。せめて隣にプレハブを建てて、個室まではいかないにしても、もうちょっと休

める場所を確保されていただけたら、もうちょっと我慢してもいいかななんて思っているので

すけれども、その辺いかがでしょうか。  

〇委員長（吉田和子君） 前田消防長。  

〇消防長（前田登志和君） 消防庁舎の関係なのですけれども、種々古いとか狭いとかという

部分ございまして、消防職員も大変狭い中で工夫してやっております。２階の消防長室も動か

しまして、そこを救急等の仮眠室にしたり、それから食堂なんかも清潔を保つために、いろい

ろと消毒関係ですとか、自分たちで塗装も、今も古くなった天井等の塗装をやっておりますけ

れども、その狭い中で何とか区画して、仮眠もある程度できるような形で工夫してやっており

ますので、もう少しもっていけると思いますので、ご理解お願いいたします。  

〇委員長（吉田和子君） ９番、吉田正利委員。  

〇９番（吉田正利君） ９番、吉田です。先般も消防長から回答いただきましたが、今回高規

格車の救急車が導入されてございます。町内全体について、この規格車が入ることによって救

急体制のレベルがどのように上がっていくのか、具体的な運用でどのような展開を図るのか、
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ひとつお聞かせ願いたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 前田消防長。  

〇消防長（前田登志和君） このたびの救急車の購入は、現在３台救急車がございますが、そ

の第一線で出動する車両が本署と出張所にございます。もう一台は予備的な車両でございます。

今回予備的な車両が17年経過しておりまして、10万キロ以上走行しているという老朽化の中で、

その予備車を廃車にしまして、そのかわりに今２台のうちの古い方の車を予備車にして、新し

い車を入れる計画しております。これにつきましては、今度は３台とも高規格の装備を備えつ

けておりますので、例えば２台が出ていた後に、もう一回重篤な患者の方がいたという場合に

ついても、高度の救急処置ができるようになります。  

 以上です。  

〇委員長（吉田和子君） 17番、及川委員。  

〇17番（及川  保君）  17番、及川です。町長にお聞きしたいのですけれども、今消防庁舎の

話も、私も何回か実は議会で一般質問をやっているのですけれども、防災センター、今考えら

れておりますね。町長は、例えば海の駅なんかも考えられていて、この辺の施設の活用できる

ような、消防庁舎としても併設できるようなものを考えられないのか、この１点、まずお聞き

したいと思います。  

 それと、もう一点、今高規格の救急車、非常に整備されてよくなるわけですけれども、救急

救命士、これは年次的にいろいろ計画的にやっていますけれども、今後もずっと職員は救急救

命士の資格を取っていくということなのか、それとも期限つきで何名まで整備をしていくのか

というふうに考えていられるのか、この２点について聞きたいと思います。 

〇委員長（吉田和子君） 三國谷助役。  

〇助役（三國谷公一君） １点目の消防庁舎の関係でございますけれども、防災センターとの

絡みでのご質問でございますけれども、事務段階では今海の駅のお話もされましたけれども、

防災センターがどういう機能を持って、どういう規模でというのはまだはっきりしておりませ

んけれども、ただ開発建設部の方との協議の中では、いろんな要望をさせていただくという中

で、例えばこういう組み合わせは視野にありますけれども、これは基本的にはちょっと、現在

確認している中では条件的には厳しいというような話をされております。  

 ただ、せっかくそういうのが建ちますから、機能的にうまくやれば建てるもの自体が安くで

きるという趣旨のご質問だと思うのですけれども、その辺は検討はしておりますけれども、な

かなか厳しいというようなお話を伺っております。ただ、私どもとしては、そういうお話もさ

せていただきたいというふうには考えております。  

〇委員長（吉田和子君） 前田消防長。  

〇消防長（前田登志和君） 救急救命士の資格者の人数の関係でございますけれども、現在６

名、救命士ございます。最終的に第１段階の目標としましては10名養成することによって、常

時西部出張所と本署の方で救命士がいるというふうな状況になります。  

 ただ、この救命士の資格は、資格を取るということが一番最大の目的なのですが、消防職員
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の救急行動を身につけるというふうな目的もございますので、ある程度10名のめどが終わった

後には、年次的に、また救命士も年をとっていきますので、また取得させていく考えでいます。  

 以上です。  

〇委員長（吉田和子君） ほかに質疑のある方ございませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

                                           

    ◎散会の宣告  

〇委員長（吉田和子君） お諮りいたします。  

 本日の会議はこの程度にとどめ散会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。  

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） ご異議なしと認めます。  

 よって、本日はこれをもって散会することに決定いたしました。  

（午後 ４時３７分）  

 

 


