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○ 開会の宣告 

○委員長（吉田和子君）  決算審査特別委員会を開会いたします。これから本日の会議を開

きます。 

                                         

○委員長（吉田和子君）  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］ 

○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。次に決算審査の日程、審査方法等につきまして事務局

長から説明をさせます。 

○事務局長（上坊寺博之君）  おはようございます。決算審査の進め方につきまして、過日、

正副委員長と協議をして取り決めをさせていただきましたのでご報告申し上げます。まず、資

料についてでありますが、お手元に審査日程表と質疑区切り表を配付させていただいておりま

す。また、各会派から要求がございました審査に関わる資料については、各課から提出をいた

だいて事前に各委員宛送付済みでございます。次に審査日程でありますが本日から 11 月 2 日ま

での 3 日間、決算審査特別委員会を予定しております。審査時間は概ね午後4 時頃までとして

おりますが、審査状況によりまして時間延長する場合もございますのでよろしくお願いいたし

たいと思います。本日、第 1 日目でありますが、審査に入る前に町長及び教育長から平成 16

年度の町政執行方針及び教育行政執行方針につきまして、それぞれ10 分程度で総括していただ

くこととなっております。町長及び教育長の執行方針に対する質疑につきましては、各会計の

該当する科目の審査時間帯で質疑をお受けすることにしております。次に監査委員より約 15

分程度で全ての会計につきまして監査意見の報告を受けまして、監査委員に対する質疑をお受

けすることとなってございます。理事者及び監査委員の説明が終わり次第、それぞれの各会計

の審査に入ってまいります。一般会計につきましては概ね2 日間、各特別会計、企業会計につ

きましては最終日の 1 日を予定しております。次に審査方法でありますが、配付いたしました

区切り表に基づいて会計ごとに審査していきます。認定第1 号であります一般会計及び特別会

計につきましては、主要施策成果説明書を中心にしながら決算書を併用して審議いたします。

認定第 2 号及び第3 号であります水道会計、病院会計につきましてはそれぞれの決算書により

審議いたします。一般会計及び特別会計につきましては、主要施策成果説明書の歳出科目に充

当されている特別財源につきましては歳入・歳出一括して質疑をお受けすることといたしてお

ります。また、町税等の一般財源につきましては一般会計全ての歳出科目の審査が終わりまし

た後に戻りまして審査をいたしたいと考えてございます。それから、決算書の 257 ページから

の実質収支に関する調書、260 ページからの財産に関する調書、並びにある主要施策成果説明

書の総括表につきましては一般会計と特別会計の審査が全て終了した後に行うこととしており

ますのでよろしくお願いいたします。以上、簡単ではありますが説明を終わらせていただきま

す。 

○委員長（吉田和子君）  ありがとうございます。次に審査にあたって委員長より各委員及
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び説明員にお願いを申し上げます。第1 点目として、質疑及び答弁を行う場合は挙手をして委

員長の許可を得てから行ってください。質問事項につきましては決算書または主要施策成果説

明書のページ数を示し、要点を簡潔明瞭に発言をしてください。答弁についても簡潔明瞭にお

願いいたします。第 2 点目として議会運営委員会において議論がありましたように、本委員会

は決算審査でありますから新年度予算に踏み込むような質問は避けるようにお願いをいたしま

す。また、数値のみお聞きするような質問は避けるようにお願いをいたします。また、数値の

みお聞きするような質問は審査の効率性を図る観点から避けるようにお願いをし、政策的な議

論になるようにお願いしたいと思います。3 点目として委員会における質疑の回数について念

のために申し上げておきます。本委員会では申し合わせにより、質疑の回数は本議会に準じて

原則 3 回までの一活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併せてご承知いただ

きたいと思います。以上、委員長の方からお願いを申し上げたいと思います。 

 ただ今から本委員会に付託されまし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「認定第 1 号平成 16 年度白老町各会計歳入歳出決算認定について」「認定第 2 号平成 16

年度白老町水道事業会計決算認定について」「認定第3 号平成 16 年度白老町立国民健康保険病

院事業決算認定について」「報告第1 号平成 16 年度白老町各会計歳入歳出決算に関する附属書

類の提出について」「報告第2 号平成 16 年度白老町水道事業会計決算に関わる附属書類の提出

について」「報告第3 号白老町立国民健康保険病院事業決算に関する附属書類の提出について」

の議案 6 件であります。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、最

初に町長より平成16 年度町政執行方針の総括について説明を願います。飴谷町長、登壇願いま

す。 

○町長（飴谷長蔵君）  平成 17 年決算審査特別委員会の開会にあたり、平成16 年度に施行

した主な事業の成果を申し上げます。平成 16 年度における地方自治体の環境は国の三位一体の

改革や地方分権の推進、道州制や市町村合併の取り組み、さらには低迷する社会経済情勢など

過去に類例のない厳しい状況にありました。このような中で私は子供からお年寄りまで町民一

人ひとりが輝き、みんなが主人公となって幸せなまちを作ることを基本姿勢に産業の活性化と

協働のまちづくりの推進、そして、安全で安心できる、安定した新生白老の構築に努めて参り

ました。 

 ここで、平成16 年の町政執行方針にあります主要施策から、その主な取り組みについて述べ

させていただきます。初めに生活環境について申し上げます。まず、環境基本条例の制定や自

然環境に配慮した快適空間づくり事業を展開したほか、計画的な下水道整備を始め、町民に密

接した道路環境の整備に努めて参りました。一方、国道 36 号の竹浦橋の歩道橋整備や西地区に

おける樽前山火山噴火対策の前線基地となる防災センターの整備要望など、町民生活の安全・

安心施策に取り組んで参りました。 

 次に健康福祉についてであります。保健医療福祉のネットワークを進める中で昨年は地域福

祉計画や障がい者福祉計画、さらには次世代育成支援行動計画の策定を行うとともに、町立病

院の医師が地域に出向いて健康相談を進める一方、福祉関係団体やＮＰＯとの福祉施策の意見
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交換を行う対話の日を開催し、町民が安心できる環境づくりに努めて参りました。また、寝た

きりなどの要介護状態にならないよう介護予防サービス等を行い、高齢者等の福祉の向上を図

るため在宅介護地域型支援センターの運営を委託し、地域福祉サービスの提供に努めて参りま

した。 

 次に生涯学習についてであります。教職員を対象にしたアイヌ文化を学ぶ、ふるさと学習事

業はアイヌ民族の歴史やアイヌ語標記についての理解を深めるとともに授業における情報交流

などを行い、町内教職員の70％を越す 105 名が参加され今後も継続的な取り組みを望む声が多

く寄せられたところであります。また、中核イオル整備促進期成会で策定した白老中核イオル

整備基本計画は中核イオルの責務として関係機関に対して早急に取り組んでいただくよう強く

要望して参りました。一方、スポーツにつきましては都市対抗野球全国大会黒獅子旗獲得記念

として第1 回北海道中学校軟式野球白老大会を開催いたしました。今後も継続して実施するこ

とにより小学生から中学生が目標とする大会に育てて行きたいと考えております。 

 次に産業の振興についてであります。地方港湾白老港の第3 商港区の整備についてでありま

す。昨年は港湾内の静穏度向上を優先すべきとのことで調査費を平成 17 年度に見送られたとこ

ろでありますが、本年3 月に第3 商港区－11ｍ岸壁関連の調査費が要望どおりに認められたと

ころであります。このことは道内地方港湾の中でも常にトップクラスの貨物取扱量であり、岸

壁総延長に対する公共貨物量や入港隻数も全国重要港湾の平均をはるかに上回る実績が認めら

れたものと考えます。地方港湾で－11ｍ岸壁は道内はもとより全国的にもほとんど例がなく、

重要港湾でも予算が重点投資される厳しい時代に本整備事業が認められたことは地元企業にお

いても新たな設備投資を行うなど地域経済全体へ好影響を与える画期的なことであります。一

方、観光商工業につきましては登別市との広域観光の連携をはじめ、関係団体との構成による

広域雇用創出クラスター任い手育成協議会を設立し、観光と商工業の振興に努めて参りました。

また、白老の食文化を見つめ直し、誇りあるふるさとを創造することを目的に民間団体が中心

となって展開した食材王国しらおい・誇りあるふるさとづくりを支援するとともに、農畜産物

や漁獲物などの白老の食材と観光資源を有効に活用することにより、地場産業の振興と多様な

観光地づくりに努めて参りました。水産業につきましては漁家所得の向上と漁業協同組合の安

定経営に努める一方、トータル的に企画・指導・助言を担う漁業専門員を配置できるよう関係

団体と協議を進め、本年4 月から実施しているところであります。また、北海道開発局施工の

水産協調型人口リーフの建設の成果もあって、昆布類やうがのもく類の繁殖によりウニやハタ

ハタなどが確認されており付加価値の高い新たな水産資源として期待しているとことでありま

す。さらには、昨年はマグロ水揚げ 16ｔ、漁獲数 80 本の成果があり新たな白老ブランドとし

て、その取り組みを進めているところであります。一方、地域経済の活性化と雇用の確保を図

るため企業誘致活動を積極的に進めてきたほか、道内では札幌市と本町のみが認可をいただい

た白老ワークステーションを役場内に設置し、企業訪問を通じた求人開拓などにより無料職業

相談や職業斡旋に努め、昨年度は 328 名の雇用を確保したところであります。 

 次に町民活動、行政活動についてであります。町民活動につきましては町民と行政が共に協

働したまちづくりを担うため、町民まちづくり活動センターの運営を支援するほか、公園の里
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親制度の事業展開、さらには第4 次総合計画や都市計画マスタープランなどの策定にあたって

多くの町民が参画いただき、皆さんが共有できる施策として取り組んで参りました。また、姉

妹都市交流ではケネル市と本町との国際交流の拠点となる白老ハウスが昨年9 月に完成し、本

町からは 32 名の訪問団がオープニングセレモニーへ参加するなど町民が主体となって多くの

親善交流が行われました。一方、行政活動につきましては町民のために役場を変えることを基

本に役場窓口の1 時間延長をスタートさせ、昨年度はのべ 527 件の取扱件数がありました。さ

らに町民アンケート調査における町職員の対応についての設問に対しては「良くなった・やや

良くなった」が以前は約25％であったものが今年は約50％の方から「良くなった・やや良くな

った」と回答をいただいております。今後とも一層の住民サービスの向上に努めて参りたいと

考えております。 

 終わりになりますが、昨年は町制施行 50 周年の大きな節目の年でありました。10 月 17 日に

は盛大に記念式典を挙行し、「伝えよう、北の文化と自然の恵み。夢いっぱいの元気まち」のス

ローガンの下、一年を通して多彩な記念事業が展開されました。特に環境のまち宣言や平和の

まち宣言、さらには帆船日本丸の寄港などの記念事業を挙行できたことは真に意義深いものが

あります。50 周年を契機に先人が築き上げた素晴らしいふるさと白老を受け継ぎ、守り育て、

さらなる発展を目指して次代を担う子供達によりよい未来を引き継いで行くことを決意したと

ころであります。以上、平成16 年度の主な取り組みを述べさせていただきましたが、厳しい財

政環境の中、財政改革プログラムを策定し、人件費の抑制を初めとする徹底した経費の削減や

お年寄りの温泉入浴無料券の廃止など、聖域なく事務事業の見直しを行うとともに今後の財政

運営が懸念される特別会計に対しても赤字解消のため一定の繰り出しを行うなど、可能な限り

財政の安定化を図りながら町政を施行して参りました。その結果、私のマニフェストに掲げた

施策も含め、町政執行方針を基本に町政を着実に前進させることができたものと思っておりま

す。議員各位並びに町民の皆様のご理解とご協力に心から感謝を申し上げているところでござ

います。以上をもちまして平成16 年度の決算審査にあたり、私から町政執行の概要と成果を述

べさせていただきました。詳細につきましてはよろしくご審議賜りますよう、よろしくお願い

いたします。 

○委員長（吉田和子君）  飴谷町長より総括の説明が終わりました。次に山崎教育長より平

成 16 年度教育執行方針の総括についてを説明願います。 

○教育長（山崎宏一君）  平成 17 年度決算審査特別委員会の開催にあたりまして、平成 16

年度に執行しました主な教育行政の成果等について申し上げます。 

 はじめに教職員の資質向上についてであります。教職員が授業を通して調和のとれた「知・

得・体」を育成するため自己の指導力向上に努め、併せて人間性を高めることは極めて大切で

あります。校長会や教頭会との連携を図りながら各学校において校長、教頭がリーダーシップ

を発揮して範を示すとともに授業研究等に積極的に関わりを持って参りました。その結果、各

学校においては改善が見られるとともに、教職員の学校経営参画意識が高まってきております。

しかし、教職員全体の参画意識の一層の高揚が望まれるところでございます。 

 次に確かな学力の向上についてであります。学習指導要領の一部改正において、なお一層の
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確かな学力を身につけさせることが指摘されたところでありますが、少人数指導、習熟度別授

業等、きめ細かな指導、子に応じた指導の改善充実に向けて白小、緑小、萩小、白中、萩中に

おいて定数過配が配置され、特に白中では文科省指定学力フロンティア実践校として公開研究

会を開催するとともに、北海道公立学校教育課程実践研究過程において研究論文が全部記載さ

れたところであります。また、生徒の学力の状況を的確に把握し、指導方法の工夫、改善に向

け、中学1 年及び2 年生において各中学校2 教科の学力定着度調査を実施いたしました。その

結果、少人数指導や習熟度別授業等において、子に応じた指導の充実に向けて改善が行われ、

基礎・基本の定着に向けた具体的実践が行われました。なお、児童生徒一人ひとりがわかる授

業に向けて一層の指導の改善充実を図るとともに、小学校においても学力の状況を把握する必

要があると思います。 

 次に心の教育についてであります。心の教育への取り組みの重要性が増しており、本町でも

心の教育を重点に各学校での具体的な取り組みを推進しております。校長、教頭が道徳の時間

の授業研究へ積極的な関わりを進めるとともに教育委員の学校訪問の際、道徳の授業公開を実

施いたしました。その結果、道徳の時間の題材及び指導法の工夫改善、授業交流等の取り組み

が行われました。今後も人間としての基礎、基本についての指導の徹底、心に響く授業の構築

に向けてのより一層の研修が必要であります。 

 次に開かれた学校づくりであります。学校完全週5 日制のもと、地域、保護者、学校が一体

となった教育が求められ、校内外に開かれた学校づくりが重要となっております。その中、地

域の環境、人材の活用による特色ある教育活動への取り組みやホームページ等を活用した学校

の経営方針、活動等の開示が行われ、外部評価の導入も行われました。その結果、地域の環境、

人材を活用した教育活動の年間指導計画への位置づけ、保護者、児童生徒、学校評議員からの

外部評価の実施、全小中学校のホームページの開設が行われました。しかし、地域を生かした

教育の交流、外部評価の学校経営への具体化が課題として残っております。 

 次に生徒指導についてであります。近年、子供を取り巻く環境の急激な変化や子供たちの心

の変化には大きなものがあり、家庭、地域社会、関係機関との連携が重要となっております。

その中、白中、萩中を拠点校としてのスクールカウンセリングの実施、適用指導員による各小

中学校の訪問の実施を行いました。その結果、不登校気味や問題行動等の児童生徒に対して関

係機関との連携によって対応を行って参りました。しかし、問題行動、不登校等の未然防止に

向けた学校、保護者、地域社会、関係機関との連携の緊密化、情報交流が課題として残ってお

ります。 

 次に特別支援教育についてであります。各地域ごとに特別支援教室が設置され、平成16 年度

は新たに緑小、虎杖中に設置し、特別支援を必要とする児童生徒に対し、支援の程度に応じた

適切な教育環境が整備され、指導内容も充実してきております。なお、平成 19 年度の特別支援

教育の本格的な実施に向けての体制づくり等が今後の課題であります。 

 次に情報教育についてであります。平成16 年度の整備により各小中学校の児童生徒一人に1

台のコンピュータが整備されました。その結果、各学校において学級ごとに児童生徒一人1 台

による指導が可能となり、活用が容易になり、活用にあたってのネチケットの作成が行われま
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した。また、長期休業中には親子パソコン教室を実施いたしました。なお、情報教育の指導計

画の作成と児童生徒の学年に応じた指導内容の充実が課題であります。 

 次に社会教育についてであります。特に町制執行 50 周年の記念事業として北海道マスターズ

水泳大会をはじめ、黒獅子旗獲得記念北海道中学校軟式野球大会、スカイスポーツフェスティ

バルのほか、各種の芸術文化及びスポーツ事業を民間団体との協力の下に盛大に開催いたしま

した。 

 次に青少年及び家庭教育についてであります。郷土白老を愛する心を養うとともに、親子の

ふれあいや地域コミュニティの形成を図るため、ゲンキッズ探偵団、親子ふれあい体験教室、

青少年自然体験キャンプなどを開催。また、家庭、学校、地域との連携による家庭教育講演会

や子育てＯＢと現役組の意見交流会などを実施いたしました。また、児童館、児童クラブ活動

につきましては年度当初、一部の児童クラブでは定員が大幅に増え、今後も登録児童数の増加

が予定されることから施設及び利用環境の整備が課題となっております。また、青少年センタ

ーでは低年齢化する青少年の凶悪犯罪を防ぐため、子供たちへの声かけや地域の危険箇所を確

認しながら他機関との情報提供に心がけるなど青少年の健全育成に努めて参りました。 

 次に芸術鑑賞、学習機会の提供についてであります。芸術鑑賞、学習機会の提供につきまし

ては札幌交響楽団ファミリーコンサートバスツアーをはじめ、全道美術工芸展白老移動展を関

係団体と連携し開催いたしました。また、児童生徒を対象とした子ども演劇鑑賞事業やオペレ

ッタ講演など優れた芸術に触れる機会を提供して参りました。さらに住民の多様な学習ニーズ

に答えるため、生涯学習講座や学びあい総合講座などを開設するとともに学習意欲の旺盛な高

齢者を対象とした高齢者大学の計画的な運営など学習機会の拡充に努めて参りました。今後は

学習の成果を地域に還元できるシステムが必要でありますので、特に高齢者の知識、技術を各

種事業に活用できるような体制の整備が課題でありますので検討していきたいと考えておりま

す。 

 次に社会教育施設についてであります。白老町コミュニティセンター講堂の暖房と多目的ト

イレの改修をはじめ、萩野児童館のトイレを水洗化、地区公民館に展示用パネルと会議用テー

ブルを補充するなど利用者の利便性を高めるための整備をして参りました。また、平成15 年に

廃校となりました森野小中学校及び心身障がい児施設こだま園を社会教育施設ふるさと体験館

森野として管理者を財団法人白老町体育協会に指定いたしましたので今後も有効活用を図って

参ります。 

 次にスポーツの振興についてであります。財団法人白老町体育協会と連携し、全町民を対象

とした健康マラソンファミリーウォーキング大会や軽スポーツスタンプラリーを、また、高齢

者を対象とした元気まち年輪ピックなどを開催するとともに体育指導委員やスポレク推進連合

会との連携によるゲーリングやキンボールなどのニュースポーツ及び軽スポーツの普及と振興

を図って参りました。また、いつでも、どこでも、誰もが気軽にスポーツに楽しめる機会を町

民自らが主体的に取り組むための組織として、総合型地域スポーツクラブの設立に向け準備を

進めて参りました。 

 次に文化財についてであります。特にアイヌの詩人森竹竹市巡回展を全国各地で開催し、郷
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土の偉人森竹竹市氏の業績や人間像を理解していただくことができました。また、歴史と文化

のまち宣言ＰＲ事業、元陣屋資料館開館 20 周年記念事業として特別展や企画展などを開催し、

多くの入館者を迎えることができました。 

 最後に図書館についてでありますが、関係機関や団体等のご理解とご協力をいただき、毎月、

乳幼児健診の日を利用しブックスタート事業を開始いたしました。また、子供達に読書に興味

を持ってもらうため読書啓発パンフレットを発行するとともに、読書感想文を募集し、優秀作

品の表彰を行いました。さらに読み聞かせ活動などに保育園、学校、地域が積極的に取り組ん

でいただきましたが、一層の推進を図るため関係各位のご協力により白老町子どもの読書活動

推進計画を策定しましたので、これまで以上に関係機関、団体等との連携により計画的な事業

展開を図って参りたいと考えております。 

 以上で平成 16 年度に執行いたしました主な教育行政の成果等について申し上げました。よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（吉田和子君）  山崎教育長より説明をいただきました。次に岡代表監査委員より

平成 16 年度の全会計に関わる監査意見について説明を願います。岡代表監査、登壇願います。 

○代表監査委員（岡英一君）  決算審査意見を申し上げます。最初に一般会計及び特別会計

についてご説明いたします。お手元にあるかと思いますけども、この資料をご覧いただきたい

と思います。平成 16 年度白老町歳入歳出決算審査意見書でございます。1 ページから簡単に説

明いたします。1 ページに第1 審査の対象、第 2 審査の期間、第 3 審査の手続とございますが、

これは記載のとおりでございますので説明を省略させていただきます。 

 次のページ、2 ページに入りまして、第 4 審査の結果及び意見でございます。ここを朗読す

る形で説明させていただきます。平成 16 年度白老町一般会計及び特別会計歳入歳出決算額は法

定決算資料、関係諸帳簿及び諸書類、並びに白老町指定金融機関の預金残高証明書と照合し相

違ないことを確認した。また、予算の執行及び収入、支出、財産の管理、財務に関する事務等

は総体的には概ね適正に執行されたものと認めると。しかし、次に掲げるような留意または改

善を要すると認められるものがあった。この内、税収または税外収入に関わるものについては

厳しい経済環境の中で徴収に努力していることは認められるが、なお、徴収率の低下や収入未

済額の増化等となっているものが多いことから引き続き納税、納入意識の喚起を図るとともに

滞納の実情に応じた適切な徴収対策を講じ、収入の確保に努めることが望まれる。次に1 から

8 まで記載してございますけど、この内、1 番から7 番まではただ今ご説明いたしました税収ま

たは税外収入に関わるものでございます。最後の8 番目はその他でございます。以上でござい

ます。 

 次に水道事業会計についてご説明いたします。同じく資料があると思いますが、ここの1 ペ

ージをお開きいただきたいと思います。平成 16 年度白老町水道事業会計決算審査意見書でござ

います。第1 審査の期間、第 2 審査の手続、第3 審査の内容。ここに記載のとおりでございま

すので説明は省略させていただきます。次に 6 ページをお開きいただきたいと思います。第 4

審査の結果でございます。この決算の計数は正確であり、財務事務及び経営にかかる事業の管

理については概ね適正に執行されたものと認める。経営状況については、水道普及率は逐年上
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昇し 98.9％（人口比）に達しており、また、損益面も経常損益で黒字を持続しているなど、特

に指摘するところは見当たらない。しかし、近年、給水人口の減少の傾向や大口需要者におけ

る節水傾向などにより、給水量が減少傾向にあることに加えて、施設の老朽化や水質基準のア

ップ等への対応などもあって将来的には事業の損益は厳しさを増すものと思われ、また、設備

投資支出の増化も見込まれる。それゆえ、将来に備えて今後とも一層の経営合理化に努めると

ともに、施設の更新、改良、新設等に遅れが生じないよう留意して事業経営に努め、町民に対

する良質安全、かつ安定した水道水の供給が続けられるよう努力することが望まれる。以上で

ございます。 

 次に国民健康保険病院事業会計についてご説明いたします。同じく資料の1 ページをお開き

いただきたいと思います。平成 16 年度白老町立国民健康保険病院事業会計決算審査意見でござ

います。第1 審査の期間、第 2 審査の手続、第3 審査の内容は記載のとおりでございます。次

に 8 ページをご覧いただきたいと思います。第4 審査の結果。この決算の計数は正確であり、

財務事務及び経営にかかる事業の管理については概ね適正に執行されたものと認める。しかし、

平成 16 年度においては利用患者数、医業収益ともに多少の増化は見られるものの依然として欠

損金計上となっており、前期からの繰越欠損金を加えると当年度未処理欠損金は

10,089,000,000 円の多額に達している。町立病院の設置目的は白老町条例にあるわけでござい

ますが、町民の健康保持に必要な医療を提供することにあることは言うまでもないが、その経

営にあたっては常に企業の経済性を発揮しなければならないとされている。病院の経営は医師

の確保をはじめとして、様々な困難があり、さらに加えて公立病院であるがゆえの経営上の難

しさもあろうが多額の欠損金の存在は町財政の圧迫ともなるので、極力、経営改善に努め収支

の向上を図るよう望まれる。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君）  岡代表監査委員より説明が終わりました。監査意見に対しての質

疑を受けていきたいと思います。まず、認定第1 号についての質疑がございます方、どうぞ。

14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  一般会計全体の審査意見は読ませていただいたのですけれども、一

つ、16 年度は実質単年度収支で赤字だと思うんです。1 億 800 万でしょうか。これに対するで

すね、無ければ結構です。監査委員としてのご見解がもし、ございましたら。やっぱり、実質

単年度収支、赤ということは経常全体として見れば黒になるわけですけど、実質は赤字なんで

すけれども。これに対する監査委員さんとしての、もし、お考え方があれば一つ伺いたいのが

1 点です。 

 それと、私も全部精査できなかったものですから、ちょっと数字が合っているかどうかでは

なくてですね、お尋ねをしたのはもう1 点あるんですけども。不要額との関係で補正を組んだ

りした後の不要額で今はほとんど見られない、私もざっと見てみたのですけど補正を組んだけ

れども不要額がそれ以上出たというようなところが全体として気がついたところがなかったか

どうかと。私も全部見られなかったものですから、そこら辺ちょっとあったかどうか。もし、

無ければ無かったで構いませんけれどもどうかということが2 点目です。 

 もう一つ。これも見解無かったら構いません。公債費負担比率の問題でですね、今は起債制
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限比率って町側もお使いになるんですけれども、私は公債費負担比率というのはかなり重要な

中身があるのではないかと。お金が借りられる、借りられないという基準ではなくてですね。

公債費が歳出全体の中での割合は私は非常に大きな関心を持つ一人なのですけれども、その点、

もし、考え方がございましたらお尋ねをしたいというふうに思います。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  岡代表監査委員。 

○代表監査委員（岡英一君）  今、お尋ねの3 つの点でございますが、まず、最初に申し上

げておきたいことがございます。監査委員の職務は結果に対する審査、監査でございまして、

いわゆる政策についての部分については触れてはならないことになっております。 

 で、今、お尋ねの件につきましてはですね、そういう観点からご回答申し上げますとですね。

まず、１番の実質赤字についてどうかということでございますが、これは政策、つまり予算で

すね、予算を立てられて、これはまさに政策でございます。で、そのとおり実施された、その

結果こうなったということでございますのでこの点については、私どもは意見を申し上げるこ

とはございません。ただ、先ほどちょっと漏らしましたけども、そうは言っても政策について

は一切それじゃあ何も言えないのかということでございますが、もし、その政策自体が違法で

ある場合、あるいは重大なミス、皆さんが気がつかないうちに重大なミスをしているというよ

うなそういう部分がございました場合に、もし、気が付いたらですね、それは注意を申し上げ

るとそういうことはあるわけでございます。 

 それから、2 番目の補正予算計上後に不要額計上があったかどうかということについてでご

ざいますが、多少あったと記憶しております。ただ、これもいわゆる規則どおりになされたこ

とでありますから、そのことによって特に何か損害が受けるとかということでもございません

ので監査委員として意見を申し上げるようなほどのことではないというふうに思っております。 

 それから、3 番目の公債比率負担云々のことにつきましても、同じようにですね、これも政

策に関わる部分だと思いますので言及しますことを避けたいと思います。ご了承願います。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。他に。18 番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  私も監査委員にお聞きしたのですが。今、ご答弁あったように、政

策的な面というような質問があるかもしれませんが、その時はできる範囲内で結構でございま

すからご答弁願いたいと思います。 

 何点か聞きたいのですが、一つは認定 1 の 31 ページ。3．財産という項目がありますが、こ

れは土地、建物等についての内容が書かれているわけですが、行政財産、普通財産全て平方メ

ーターでの提示であるということですね。それで、行政財産についてはなかなか算定が難しい

のでしょうが、少なくとも普通財産については金額で提示すべきじゃないのかなと。出来るか、

出来ないかは別にしてですね。それが一つの財産というふうな表示とすれば、金額も記入され

るべきじゃないか。いや、記入されるというのはちょっとおかしいが、そういう表現をすべき

じゃないかと思うのですが、監査委員としてのご見解をこの点について伺いたいなと思います。

出来なければ仕方ないのですが。現実に役場当局としては円として換算していないんです。ま

だ作業していないのだけれども、こういう表示に対して監査委員としてはどうですかと、こう

いうことだけでございますから。差し支えないものですか。 
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○委員長（吉田和子君）  岡代表監査委員。 

○代表監査委員（岡英一君）  今のお話ですが、いわゆるバランスシートの問題があります

が、あれに関連しまして当町でも資産の評価がなされておりますですね。そういうあれから言

いますと、公有財産についても価格表示が出来るかもわかりませんですけども。ただですね、

バランスシートで計上されております資産の評価額は確か取得主義でなされていたと思います。

ですから、例えば何十年も前にですね、昭和の初期とか大正時代に購入されたような資産もた

くさんあるようですので、原価主義で記載してもたいした意味がないように思われます。ただ、

そうは言いましてもね、簡単にこれが記載できるものであれば記載された方が参考にはなると

思いますですね。ただ、バランスシートは公的にまだ採用されたものでございませんで、今の

ところまだ参考までに作成しているというものでございますから、実際にこういう正式の文章

に載せるものとしてふさわしいものかどうか、その点は担当部署の方に聞いていただきたいと

思いますが。私どもとしては、特にそれはそういう意味ですから無くてもどうということはご

ざいませんで、特にこの点について疑問を感じたことはございません。よろしゅうございまし

ょうか。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。他に認定第1 で質問のございます方、どうぞ。

ありませんか。では、認定第2 の方に移ります。認定第 2 の平成16 年度白老町水道事業会計決

算認定についての中で質疑のございます方、どうぞ。では、認定第3 号平成 16 年度白老町立国

民健康保険病院事業決算認定について、質問のございます方、どうぞ。18 番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  第 4 の審査の結果というので監査委員さんの意見が述べられており

ます。ここで「常に企業の経済性を発揮」というような言葉、それから「極力、経営改善に努

め、収支の向上を図るよう望まれる」とこういう記述があるのですが、いつでも私、病院会計

で申し上げるのですが、ここでは監査委員さんの考え方、意見を伺いたいのは、医業収益に対

して給与費が非常に高いんです。61.2％ですね。我々の商売用語で言えば、売上げに対する人

件費が 61％。経費のうちの保障費を入れれば68.8％になるというご指摘もこの中にあります。

売上げに対して 68.8％という人件費がかかるということは最初からこの病院会計というのは

成り立たないというふうに私は結論づけているんですよ。それで、今の国の政策などを見てい

ましても診療報酬は下げる傾向にある。薬価基準は下げると。こういうことですね、なかなか

売上げを伸ばすということは非常に難しい状態の中で監査委員さんの言葉にあるように、「極力、

経営改善に努め、収支の向上を図るようすべきだ」というようなご意見なのですが、私はこの

人件費の面についてメスを入れる時期が来ているんじゃないかと思うのですよ。それに対して

監査委員さんはどのようなご見解をお持ちでございましょうか。 

○委員長（吉田和子君）  岡代表監査委員。 

○代表監査委員（岡英一君）  お話のとおりですね、難しいです。と申しますのは、私ども

ずっと病院の経営を見させていただきまして、最後にぶつかるところは医療行政なんですね。

そこにやっぱり行きます。医師の獲得の非常に難しいということで、白老町はまだいい方でで

すね。新聞報道等によりますと、もっともっとひどいところがあるようでございます。やっぱ

り、それをなぜかと突き詰めていきますと、医者が余っている地域もあるわけでございますか
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ら、もし、本当に足りないのであれば医科大学の定員を増やせばいいわけですね。そんなよう

なこともいろいろ考えますとやはり行き着くところはどうしても医療行政というところに行き

まして、そして、そこで虚しさを感じるというところが本当のところなのでございます。こん

なところでございまして、多分に個人的な見解もあるのでございますが、これ以上のことはち

ょっと申し上げられません。ご了承願います。 

○委員長（吉田和子君）  あとは町立病院事業会計の方で質問していただければと思います。

他に質疑のございます方、どうぞ。無ければ次に進みたいと思います。それでは決算書及び主

要成果説明書により各款ごとに審査に入りたいと思います。配付しております区切り表のとお

り質疑を受けたいと思いますが、ここで暫時、休憩をしたいと思います。11 時 5 分まで休憩を

いたします。 

休   憩      午前 10 時 55 分 

                                         

再   開      午前 11 時 06 分 

○委員長（吉田和子君）  休憩を閉じて委員会を再開いたします。それでは区切り表のとお

り進めていきたいと思います。まず、一般会計、1 款議会費及び 2 款総務費から入っていきた

いと思います。主要施策成果説明書の13 ページ1 款議会費から21 ページ2 款総務費 1 項、総

務管理費1 目一般管理費まで。決算書は 89 ページから 94 ページになります。質疑のございま

す方、どうぞ。2 番熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  主要説明書の方の15 ページから16 ページかけての 2 款 1 目一般管

理費の中でちょっとお伺いしたのですが。ここに3 番目の共通通信運搬費の中で電話料という

ところ。これ、僕のちょっと勘違いなのかもしれませんけど。これは総務の方で各課で使って

いる電話ありますよね。ＮТТに申し込んでいる電話。それの使用料を各課であげさせて、そ

れから支払っているように思うのですけれども。出納の方も関係あるのかなとおもうのですけ

れども。これは自動引き落としという方法は取られているのかどうかということが、まず 1 点。 

 それから、ずっと下がりまして 5 の庁舎管理経費の中のテレビ受信料。これについてはＮＨ

Ｋの受信料だと思うのですが、これは年払いをしているのか、それとも先に払っているのか。

その辺をちょっとお聞きしたいのですけど。 

○委員長（吉田和子君）  白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君）  まず、ご質問の1 点目の電話料なのですが、最終的にご質問は

自動引き落としをしているかというご質問です。自動引き落としではなくてですね、当然、他

の科目と同様に伝票を起こしまして出納の方で支払いということでございます。 

 それから、2 点目のテレビ受信料ですが支払いの方法は年払いです。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  2 番熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  わかりました。それで電話料の話ですが、これはシステム上でわか

るわけですよね、事前に請求書が来て。わかると思うのです。それを各課にまた伝票を起こさ

せてという作業が、それは地公法か何かで決まっていて出来ないのかどうか。その辺どうです

か。 
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○委員長（吉田和子君）  白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君）  電話料につきましては各課の方に予算を配分しているわけでは

ございません。役場の方で登録しておりますので一括総務課の方で予算計上しまして、それで

一括支払いをしていると。くどいようですけども各課の方で予算を配分して各課の方で支払い

ということではございません。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  2 番熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  3 回目ですから。しつこいようですけども、これは自動引き落とし

には出来ないのですか。それだけ聞かせてください。 

○委員長（吉田和子君）  それは自動引き落としの方が割安になるという意味で言っている

んですね。小川出納課長。 

○出納課長（小川正器君）  支払いの関係ということで私の方からお話しますけども。自動

引きの制度が導入されまして、手法としては可能だというふうに聞いておりますけども。ただ、

実務上かなり煩雑だというふうなことで、あまり近辺では利用されていないようなことで情報

を得ておりますけども。そういうふうなところはまた、いろいろ研究して参りたいなというふ

うに考えております。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいでしょうか。18 番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  15 ページですね。予算では特別報酬等審議会運営経費というのが

53,000 円計上されておるのですが、この 16 年度には行われていないと。なぜ、行わなかった

のか。前にも私、何かの時もお話したのですが、現在、特別職は自主的に減額をしております。

それで議員もそういうふうにはしておるのですが、他の市町村との関係、この中のメンバーに

は議長、副議長も入っておりますが、一般の町民の方も入って審議会を作っておるわけですか

ら・・・、入っていないそうですが。一般の町民の方々で組織されていると思うのですが、他

の市町村とのバランス等も 1 年に 1 度は見るという意味で、この委員会を開くということは報

酬を上げる時ばかり今まで過去に開催されていた経緯があるのですが、上げなくても下げなく

ても年に1 度はどういう状態にあるのか、白老の位置がどういう位置を占めているのかという

ことをするためにもですね、これは年に 1 度必ずやってもらいたいなと思うのですが、なぜ、

やらなかったのか伺いたいと思います。 

 それから、16 ページの 12 目のうちで通信運搬費の郵便料ですね。これは 1,200 万。結構、

大きいのですが、相当、節約はしていると思うので無駄を出来るだけ省くようにするというよ

うなことでやっておるのですけれども。そういう無駄なところが無いのかどうかですね。どう

いう努力をしておられるのか。それについて伺いたいと思います。 

 それから、あともう1 点はですね。20 ページ１３節の委託料。公用車運転業務委託。これは

前は公用車があったのですが、主に民間に委託して。これは公用車の場合と、それから、民間

に委託した場合とではどれほどの節約になっておるのか。この点について伺いたいと思います。

この 3 点だけ。 

○委員長（吉田和子君）  白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君）  1 点目の特別職報酬等審議会の件でございます。16 年は開かれ
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ていないがということのご質問でございます。実際、16 年は開催はしてございません。理由と

しましてですね、16 年の段階で人勧も据え置きというようなことで事務方として事前に今、委

員さんがご指摘のありました各管内、それから、類似町村、2 万人以上ですね、状況等を調査

しまして資料等は備え付けております。ただ、先ほど言いましたとおり、人勧が据え置きとい

うようなことと、集めた資料が他市町村も同様な考え方で来ていましたので 16 年は開催いたし

ませんでした。ただ、後段で言われましたとおり、果たしてその金額が人勧がアップしたから

アップするのか、下がったから下がるのかということではなくて、白老町の特別職としてその

金額が妥当なのかどうなのかと。確かに自主削減していますけども、それとは別に条例で定め

られている金額が妥当なのかどうなのか、これは年1 回やはり民間の人の意見も聞くべきだろ

うというようなご意見はごもっともだと思いますので、今後は開催するような形で持っていき

たいと思っております。 

 それから、2 番目の郵便料ですが総額として 1,200 万ということで、無駄の無いような、ど

のような努力をということでございますが。今現在、発送は非常にまとまると郵便料金も安く

なるというようなことなものですから、全課、全庁舎ですね、集約しまして、なおかつ月・水・

金と週 3 回の発送で行っております。集約しますということは町内で100 通以上集約しますと

市内特別郵便料金ということで安くなるものですから、100 通をまとめて発送するというよう

なことと併せて虎杖浜郵便局も別口になりますので、虎杖浜局の郵便物については原課のほう

でまとまった段階で直接搬入するというような方法を取っております。 

 それから、公用車の運転です。公用車の運転ということで言えば、町長の公用車なのですが

契約の予算上は月35 万。それの12 ヶ月ということで消費税も入れて441 万で契約しておりま

す。経費の削減ということで言えば、従前は専用の運転手を付けておりましたので、それの給

料プラス共済等々を含めますと、人件費ということで言えば金額は別にして、それ相応を金額、

これ以上の金額がかかっていたということ。そういうこともありまして、直接そういう業者に

運転業務を依頼しているというような状況です。運用の仕方としては当然、今まで同様に道内、

札幌中心ですけども公用の運転をしていただいているということと、土日出勤の場合は振替で

対応しているというような状況でございます。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。他に質問のございます方、どうぞ。9 番吉田委

員。 

○委員（吉田正利君）  18 ページの（10）、情報化推進経費の中で 13 節で住民基本台帳のネ

ットワーク費用220 万と載っておりますが、これは今年で終了するのかどうか。住基カードに

関連してのことかと考えておりますが、これが 1 点でございます。 

 それから、決算書 91 ページから92 ページにかけまして一般管理費で不用額約 400 万出して

おります。この内容は需用費 867,000 円と役務費 629,000 円、委託料 775,000 円、備品購入費

673,000 円というような内訳になってございますが、これらについて節減による経費残を残し

たのか、あるいはその他の理由によるものか、ご説明いただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  暫時、休憩をいたします。 

休   憩      午前 11 時 20 分 
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再   開      午前 11 時 24 分 

○委員長（吉田和子君）  委員会を再開いたします。五十嵐町民課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君）  住民基本台帳ネットワークの220 万くらいの保守点検の関係

ですけども、これはカードだけのものではなくてですね、あのシステムそのもの、いわゆる住

基の関係の全ての保守点検委託ですので今年度終わりとか、そういうことではなくてしばらく

はずっと続くのかなというふうに考えております。 

○委員長（吉田和子君）  辻経営企画課参事。 

○経営企画課参事（辻昌秀君）  決算書に関する質問でございますけども、不用額について、

需用費あるいは備品購入費等々の金額の大きい部分についてのご質問かと思いますけども。こ

の不要額につきましては一般管理費であれば、事業が18 本ありましてそれぞれの事業にそれぞ

れ需用費等を予算が付いております。そういう諸々が合算になった部分の不用額ということで

ご理解いただきたいと思いますけれども。例えば需用費の不用額 867,961 円ですと予算に対し

て 2.6％と、非常に小さな割合になっていますので、どうしても年度末の中でこのぐらいはや

はり。予算で整理できるものは整理しますけども、どうしても残ってくる分があるということ

でございます。 

○委員長（吉田和子君）  質問よろしいでしょうか。9 番吉田委員。 

○委員（吉田正利君）  理由はわかります。備品費の関係なんかはある程度予測された計画

を組まれてやっていると思うのですが、この点はいかがでございましょうか。 

○委員長（吉田和子君）  ちょっと細かいことの調査になりますので後ほどでよろしいでし

ょうか。 

○委員（吉田正利君）  はい。結構でございます。 

○委員長（吉田和子君）  もし、それを聞いて、また次の質問に繋げるということはありま

すか。 

○委員（吉田正利君）  いや、いいです。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。じゃあ、他に質疑のございます方、どうぞ。6

番谷内委員。 

○委員（谷内勉君）  16 ページの 13 の委託料ありますよね。この中でですね、以前にも私

ちょっと確認したことあるのですがもう一度確認しておきたいと思います。この清掃業務委託

とワックス清掃業務委託なのですが、これは同一業者でやっていないと思うのです。それで、

これについてですね、例えば同一業者でやった場合にいくらでもやはり押さえることができな

いかなとそういう考えがあるもので、再度質問したいと思います。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君）  今のご質問は庁舎管理経費の委託料の清掃業務とワックスとい

うふうに押さえましたけども。前にも確かご質問をいただいたと思います。こちらの一番上の

清掃業務委託ですが、こちらにつきましては白老振興公社に委託しております。業務内容は日

常の庁舎の清掃業務ということで、朝それから午後からということで共通部門、共通場所と言



 - 17 - 

いますか、その清掃とごみ回収とトイレも含めてですね。そういうような清掃を行っています。

それから、2 段目のワックス清掃業務は、これは庁舎のワックスがけですので今の言った業務

内容とは全然異なるということと、併せてこれはワックスの出来る専門業者にお願いしている

ということで最初の清掃業務委託とは別の業者でございます。それで、同一にすればというよ

うなお話がありましたけども、これは前段の清掃業者がワックスがけを特に出来ないというふ

うなことなものですから、ワックスの業者は別な業者にお願いしているということでございま

す。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  他に質疑のございます方、どうぞ。無ければ次へ進みたいと思い

ます。21 ページ 2 目姉妹都市費から 27 ページ 9 目車両管理費まで。2、決算書は 93 ページか

ら 96 ページです。質疑のございます方、どうぞ。14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  22 ページの4 目。13 節委託料の関係なのですけどね。毎年出ている

のですけれども、今年ちょっといただいた資料によりますと630 万のうち、町立病院を利用さ

れているのが 300 万ちょいという金額なのです。それで、これは実際に町立病院で受け入れら

れないのか。私は受け入れられるものだったら、先ほどからの質問もございますように全体を

受け入れるということを早急にやっぱりやるべきでしょうし、町内の人たち全体、職員の人た

ちを含めた全体がやっぱり町立病院で受診できるという体制を早急に取るべきだと。三連携の

関係も含めましてね。と思っているのですけれども、この内容がどうしてこういうことなのか、

お尋ねをしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君）  職員の健康管理経費の委託料という部分でございますが、この

問題につきましても予算等々の審議会の中でも同一のご質問がございまして、その時にも答え

ておりますけども、職員の総合健診につきましては40 歳以上の者が受診するということで総合

健診につきましては 3 箇所指定して受診していると。それから、40 歳以下の定期健康診査につ

きましては町立病院で行っているというような状況です。それで、ただ今のご質問の主旨は総

合健診の部分だろうと思いますが、町立病院でというようなお話ですが、町立病院の方の受け

入れが毎週水曜日3 名が体制としては限界ですよというようなこと。それから、いわゆる総合

健診という人間ドックを従前からずっと続けている職員については、今、行っている病院が過

去の 1 年ごとのデータを全て押さえていて、その適切な指導も過去にさかのぼって指導を受け

られるというようなことで、当初から3 箇所指定してございますので職員についてはそちらを

選択して行っているというような状況でございます。これにつきましては前段で言いました予

算等でもご質問にお答えしたと同一の答弁になりますけども以上でございます。 

○委員長（吉田和子君）  14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  先に質問あったというふうに言ったのですよ。例えば血清肝炎等の

中身はわかりませんけども、町立病院で出来るもの、これはやっぱりそういう誘導をすべきで

はないのかと。もちろん選択の自由があるわけだから、そこを強制するのはなかなか大変だと

思うのですけれども、しかし、私はやっぱりね、今の町立病院の経営状態、それから、町の財

政状況を考えた時に私はそれぐらいの誘導をしても駄目だというふうにはならないのではない
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かと僕は思うのです。だから、ここにある委託料、職員定期健診と血清肝炎の関係と総合健診

全てをやっぱり町立病院で受けられるような体制も作るということを含めてね。いや、ものす

ごい費用がかかるなら別だけれども。そうでなかったら、そういう努力を自治体としてすべき

でないかという質問なのさ。その点。 

○委員長（吉田和子君）  白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君）  大渕委員さん、押さえているとは思いますけども、委託料の中

で 4 段書いています。その中の職員の定期健康診断、それから血清肝炎、それからワクチン、

これについては町立病院で行っていると。それから、職員の総合健診。これは先ほど説明した

とおり 40 歳以上の者なのですが、これについては 3 箇所指定しているということで、上の 3

段に書いているものは町立病院ということでございます。 

○委員（大渕紀夫君）  下の部分は無理ですか。 

○委員長（吉田和子君）  丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君）  総合健診の関係ですが、いわゆる人間ドックになります。こ

の部分につきまして現行では水曜日3 名が限界という形になっています。そういった中でどう

しても国保の人間ドックも行っておりますので一気に人間ドックの受診数を増やすという状況

にはないということでご理解をいただきたいと思っています。極力、空いている日にやりたい

考えはあるのですが、医師及びその辺の体制が整わないということで水曜日に 3 名という形に

なっております。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  そうしますとね、これは職員定期健康診断委託157 万となって、町

職員健診は資料によりますと249 万じゃないのかなと思うのだけど。ドックは別に723,000 円

となっているように思うんだけど。出していただいた資料の 18 のことでちょっと今、聞いたの

ですけど。 

○委員長（吉田和子君）  丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君）  今回の決算審査委員会にお出ししました健診受診数等に関す

る資料のことかと思いますが。16 年度におきましてはですね、要するに小健診の部分で言いま

す、この 4 段目の健診で言います部分が29 名で売上げとしては723,000 円あったという形でご

ざいます。あとは町職員の健診につきましては嘱託、臨時も全部ひっくるめての数になります

ので、それぞれ各会計等で持っている部分もひっくるめての総合的な数字になりますので、こ

こで言っている職員よりは増えるという形になります。 

○委員（大渕紀夫君）  4 回目だけど、1 点だけいいですか。 

○委員長（吉田和子君）  はい。14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  そこはいいです。それでね、ドックの関係なんだけど、この 4,427,000

円のうち723,000 円しか町立病院で出来ないということなのだけれどもね。ここを私はもうち

ょっと町立病院で出来るような形を、お医者さんとの協力なのか、例えば水曜日だけじゃなく

て木曜日もやるとかね。何かそういうことが出来ないものなのか。ここが一番金額多いんだよ

な。400 万もあるわけですからね。ここをみすみす他のところにやるなんていう手はないんじ
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ゃないかと。そこら辺ね、もうちょっと改善する方法というのは町立病院だけでなくて出来な

いものなのですかね。 

○委員長（吉田和子君）  丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君）  本当は 420 何万全額いただきたいところなのですが、現状を

お話しますと人間ドックに来ていただいている方を一般の診療と並行しながら人間ドックを行

うわけです。とういうことは一般の外来で来ている患者さんにご迷惑をかけないような形でも

って人間ドックを受けられた方を順次、胃の健診だとか問診だとかそういう形ではめ込んでい

くわけなのですが。そのはめ込むために人間ドックに来ていただいたお客さんをある程度待っ

ていただく形になります。そうしますと例えば私でもそうなのですが、人間ドックに行きます

と朝の 9 時に行って、いろいろな検査をやって、お昼ご飯をいただいて、最後の午後からの問

診をやって帰るとなると、だいたい5 時間から6 時間くらい人間ドックにいただいている形に

なる。そうしないと一般診療の方にご迷惑をかけるような形になります。じゃあ実際、町立病

院はどうなんだということを申し上げますと、残念ながら人間ドックに来ていただいた方をあ

る程度待っていただく、このスペースが取れないと。非常に待合のスペースも共営ですし、な

かなかゆったりと待っていただくわけにいかないと。お昼ご飯も差し出すようなスペースもな

いというような形なものですから、とにかく来たらババッと検査を終えてパッと帰っていただ

くようなことしか今、出来ないと。そうなると、どうしても人間ドックに来ていただいた方の

一日の受入れ量がどうしても少なくなってしまう。こういうような隘路があります。しがいま

して、もし、もっと根本的に人間ドックを受けていただく方の人数を増やそうということにな

れば、当然、待合をしていただくスペースをきちんと確保しないことには出来ないというよう

な状況なのです。残念ながら現状ではそういったスペースと取ることは不可能ということが、

人間ドックを今、町立病院でいただいている方の状況でございます。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君）  5 番玉井委員。 

○委員（玉井昭一君）  大渕さんは4 答目になっちゃったから終わったんだけど、私が続け

て、これと同じことで質問しますけど。今ね、事務長の言い方だと、これ以上もう病院の業務

は増やせないよと。だけど、そうすると赤字はこのままずっと行くんだよということになるわ

ね。それでいいのかと。根本的に。このことを大渕さん言いたいんだと思うんだわ。私もそう

なんだけど。こんなことじゃ話にならないでしょ。そうしたら今後どうするのと。努力も何も

しないということになるわけだよ。そんな話にならないでしょ。ここが根本なんだよ。一番の。

もうこれ以上人間ドックも駄目、他の例えば業務も駄目ということと同じだからね。そうした

ら、このままでもう満杯なのよと。赤字は絶対減らせられないと言っているのと同じなんだよ。

それでいいのかい。そんなことにならないでしょ。ここだ、問題だ。それがはっきりしている

んだったら悪いけどもさ、病院もう廃止するしかないんだよ。民営化か廃止かどっちかでしょ。

そうなっちゃうんだよ、そういう話に。この辺はもっときちんとしなきゃ駄目だよ。私だって、

職員の権利ももちろんあるからね、ドックはよその所へ行くと3 箇所指定しているのだろうけ

ども。それはそれでいいんだよ。いいんだけど、もうちょっと前向きにこの赤字を減らすんだ

っていう努力をしなかったらどうするのさ。今、白老が自立するのもようやくだと言っている
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状況で、一番赤字の多いところが赤字減らすんだという努力しなかったら何のために行ってい

るのさ、そこに。どうですか、その辺。 

○委員長（吉田和子君）  三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君）  総合健診、人間ドックの関係ですね。決算審査委員会ではもう何

年もこういう話がされていましてですね。今、事務長が申し上げたのは病院側の受け入れ態勢

として基本的な部分を申し上げているんですね。それで、この問題については役場の衛生委員

会の方もいろいろ議論しておりまして、せっかく職員、こういうふうに人間ドックの機会を設

けているわけですから何とか町立病院を使って、少しでもそういった部分で貢献できないかと

いうことでもいろいろ話し合っていてですね、院長先生にも来ていただいてざっくばらんに話

したことあるのですね。その結果の話が今、事務長言った、どうしても病院側の受け入れ態勢

として出来ないということでありまして。事務長も言っているように出来ればこういうことを

町立病院で出来るんだからもっともっと来てくださいよということで、そういう経営努力をし

たいというのはもちろん当然あるんです。ただ、言っているように他の病院でやっているよう

な人間ドックの診療体制が取れない。医者も含めて場所も取れないと。そういうことで隘路が

あるものですから、努力も限界があるよということで申し上げているんです。それで今、私ど

ももこの辺の問題はいろいろ研究しているのですけども、今後の病院の運営のあり方と言いま

すか、経営のあり方というものを今、外部に調査委託しておりますので果たしてその中でです

ね、今の限られたスペースで出来るのかどうか。将来の病院の改築も含めてどうして行くかと

いうこともありますし、そういう観点から今いろいろと探っております。ただ、現状ではどう

しても受け入れる側として限界があるということで。出来るだけ町立病院は受け入れるという

ことでの努力をしているということはひとつご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  5 番玉井委員。 

○委員（玉井昭一君）  その言っている意味わかるのさ。で、400 何万だけども。例えば、

これは仮にだよ。半分、町立病院に行くようになると、可能性としてね。その段取りと言うか

ね、例えば今、言われたように施設と言うか、機械的なこと、あるいは人間的なこともあるん

だろうけど。その辺がちょっと手を加えてね、機械的にも。そして、職員的にも態度を改めて

やると。親切にするというようなことから改善して行けばだよ、仮に400 万のうち200 万毎年

使うんだと。仮にその先々ずっと読まなきゃならないわけだから、10 年やるには2 千万なるよ

と。そうすると300 万の機械入れるとかね。そういう方法でも出来ないわけではないわね。た

だ、今、言われたように、この病院を改築するかとかということも絡んでいるから難しいのも

あるかもしれない。ただね、ついでだから僕話するけどもね。いろいろ前にも誰かも言ってい

た、要するに近隣の病院はすごく親切で行きやすいんだと。今の話にちょっと飛躍しすぎて申

し訳ないけども、ついでだから話するんだけど。そういう話がいっぱい出ている。何で町立に

行かないのかと言ったら、それが一番原因だという話なのですね。要するに居心地よくないと

いう、簡単に言えば。 

○委員長（吉田和子君）  玉井委員、ちょっと拡大しすぎていると思うのですが。もうちょ

っと要約して。 
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○委員（玉井昭一君）  だから、その辺を考えてね、そして、もっと今後すべきでないかと

私は思うんだけど。これは答え大変だと思うけどもさ。 

○委員長（吉田和子君）  ちょっと言っていいですか。毎週水曜日3 名が限界と言っていま

したよね。毎週水曜日3 人受け入れて、1 ヶ月 12 人受け入れられますよね。それで12 ヶ月 140

何名受け入れられるはずなんですけど29 名というのはどうなのかなと思ったんですけども。そ

の辺ちょっと。三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君）  その計算で行くと確かに余裕あるんですけども、今言っているの

は私どもの受け入れ体制の話をしておりましてね、ここは肝心なところなのですけれども、ま

ず、週 1 回水曜日しか出来ないということと、そうすると行く側としてはすごく制約されるん

ですね。職員も実はそうなのですけれども。前もって予約して行きますから、1 ヶ月か 2 ヶ月

前に。自分の仕事の関係で町立病院のいついつの水曜日に行けるかということが非常にやっぱ

り問題なのですよ。そういうことでかなり選択肢が狭まってしまうということ。それとさっき

言っているように、今、玉井委員おっしゃっていましたが他の病院とのサービスという話をさ

れましたけれどもね、特に人間ドックなんかは年に1 回ですから、やっぱり自分の悪いところ

をしっかり見てもらいたいというのもありますし、きちんと医者の問診も受けたいというのも

ありますし、その結果を早く聞きたいということもありますし、そういうことも含めていけば

先ほど事務長言っているように、町立病院ですと一般のお客さんにただ混じってですね、どう

しても対応なんかでも受け取る側としてはじっくりやってくれているんじゃなくて、ただ流さ

れてやって終わったら何もサービス付けないで、さあ、帰りなさいと。これじゃあ、やっぱり

サービスという面では差があるということは本当に事実なのですよ。そういうことから言って、

そういう体制であるから町立病院としての利用が少ないですよと。こういうことなものですか

ら。確かにキャパとしてはまだ受けられるかもしれませんけれども、そういうことで国保の方

の関係の人間ドックも15 年 1 名ということもありました。今ちょっと若干増えてきていますけ

どもね。努力で増やしておりますけれども、その結果というのはやはりそういった部分が大き

いのかなと。そういうことで残念ながら町立病院の受け入れ体制の部分でこういう結果になっ

ているという部分ございますので。出来る範囲で保健師活動ですとか、保険証の更新時ですと

か、そういう時に出来るだけ町立病院を利用してくださいという最大限出来ることはやってい

るということはひとつご理解いただきたいというふうに思います。 

○委員長（吉田和子君）  5 番玉井委員。 

○委員（玉井昭一君）  それはわかりました。たださ、しつこいようだけども、最初に言っ

たように、今後の町立病院の運営ということに関して出来るだけ赤字を少なくするんだという

観念が少ないような気がする。今の言い方を聞いていれば。だから、もうちょっと努力してや

っていってもらいたいと思うのだけど、その辺はどうですか。 

○委員長（吉田和子君）  三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君）  現状の今の診療体制、施設の中ではということで申し上げました

けれども。これは今後の町立病院の運営のあり方というのは、先ほど大渕委員もおっしゃって

いましたけども、三連携という部分の中で出来るだけ健診部門を強化していくべきでないかと
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いうこともございますね。そういうことも含めて、この辺はどういう体制にしていくかという

ことについては今後の町立病院の運営のあり方という中で十分検討して参りたいというふうに

考えます。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  他に質疑のございます方、どうぞ。ありませんか。じゃあ次へ進

みます。 

 27 ページ 10 目企画調整費から32 ページ18 目諸費まで。決算書は 97 ページから100 ページ

です。質疑のございます方、どうぞ。ありませんか。無ければ次へ進みたいと思います。 

 32 ページ 2 項町税費 1 目賦課徴収費から 38 ページ 6 項監査委員費 1 目監査委員費まで。決

算書は 99 ページから106 ページです。質疑のございます方、どうぞ。18 番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  35 ページ。一番上の特定事務委託事業。これはちょっとですね、下

の戸籍の取扱の欄で利用度が白老郵便局、社台郵便局が低いんじゃないのかなと。予算上も

828,000 円に対して 681,000 円となっているのですが、これはＰＲするとかしないとかの問題

じゃないんでしょうが少し利用度が出張所と比べて低いなという気がするのですが。ただ、そ

れ言うだけでは意味が無いから。結果的に低いなという感じは受けるんですけどね。これはど

んなものでしょう。 

○委員長（吉田和子君）  五十嵐町民課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君）  今、加藤委員からお話のあるとおりですね、社台郵便局、白

老郵便局、はまなすスポーツセンター、この3 件については数字上、確かに低うございます。

特にはまなすスポーツセンターは 16 件ということで状況としては非常に少ないと、そういうこ

とで我々も認識はしてございます。ただ、これを、言い方は悪いですけど存続するかどうか、

ここら辺の議論はまだ内部ではちょっとありますけども。ただ実際、はまなすスポーツセンタ

ー16 件利用していることも確かですので、それらの方の町民サービスは向上しているというふ

うに考えてはおります。ただ先ほどらい、お話したようにちょっといかがなものかという内部

での議論はあることはあります。そういう状況です。 

○委員長（吉田和子君）  白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君）  今の答弁と若干重複するところございますけども。実は私ども

が入りましてですね、郵便局と役場の方と、いわゆる郵政業務と話し合いの機会を持っていま

す。その中にですね、今の言われた社台と白老郵便局とやっている事務事業について、先ほど

のご質問の郵便物もそうなのですけども、そういうようなお話を持っていて。今のご質問の部

分についても話をしました。当初、導入した時から5 年の契約をやっていますので 19 年までと

いうことなものですから。確かに白老の郵便局長と話をしているのは費用対効果としてどうな

のだろうというような話は、今の担当課長も言いましたけどもそういう面で郵便局とも詰めた

ような話を話題としては今もう乗っていますので、今後は詰めたような話を持って行きたいと

いうふうに思っております。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。他に質問のございます方、どうぞ。14 番大渕委

員。 

○委員（大渕紀夫君）  今の 35 ページの諸証明の関係でですね、町長の行政執行方針の中に
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もありました役場の窓口の 1 時間の延長で527 件があったという。私はこれに対しては、決算

委員の一員としても私は評価すべきことだろうと思っています。で、決算委員会であろうと批

判だけでなくて、きちんと評価すべきものは評価すべきだろうという視点から私はこの点につ

いては非常に町民の方々からも聞いていて、それから、窓口が親切になったというようなこと

に対する評価は私は聞いております。問題は1 時間延長ということは、たぶん残業だとかでな

くて入れ替えで時間でね。問題は役場の職員の皆様方。ここに居られるのは管理職の方ですけ

れども、組合なんかを含めてやっぱり職員の皆さん方に一所懸命仕事をやってもらうのは私も

非常に賛成なのだけれども、労働強化になっていっていないのかな。また、そういう不満が職

場の中から出ないのかなと、労働強化という意味で。これは管理職の方、末端の方々まで含め

てですけれども、そういう点での配慮、労働組合との話し合い、または職場の声、何点か中間

管理職の方からも上がっているやにも聞いておりますけれども、そういう点での吸収の仕方

等々はどういう形で考えられて、また、実施されているか。その点だけお尋ねをしたいと思い

ます。 

○委員長（吉田和子君）  白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君）  前段で戸籍の窓口の時間延長ということで、ご存知のとおり、

今、ご質問ありましたけども対応としては時差出勤ということで当日担当の者は1 時間遅く来

るというようなことで、人の入れ替えをやりまして週の対応をしているというような状況です。

そういうことを含めて労働強化等々の話がありましたけども、言ってみれば時間外の対応の部

分だとは思います。総論的には時間外手当の削減ということで行革の中でもありましてですね、

その対応ということでいろいろな対応を総務の方でも組合と協議の上で取り組んでいると。1

つの方策としては今の言った時差出勤。これは戸籍の窓口に限らずですね、健康福祉課の方で

は、例えばがん検診で朝4 時とか 5 時に出ると、その部分は午前中で仕事を切り上げて昼から

それを振り替えでやってもらうとか。それから、そういう早朝に出る部分、あるいは遅く出る

部分については時差出勤で対応していると。それから、土曜日、日曜日によくあるイベント等

の事業ですね。これについても振替で対応していただいているというようなことで、対応策と

してはそういうような直接机に向って時間外をするだけでなくてですね、イベント等々で外に

出る部分、これについては振り替えを 4 週 8 週、もしくは 8 週 8 週かもしれませんけども、そ

ういう中で振り替えを取っていただくというような対応をしています。そういう中で不満が無

いのかどうかというようなご質問ですけども、私も立場上ですね、組合との当然、協議の中で

こういう体制を進ませてもらっていますけども。当初の段階ではやはり率直に言うとお金でも

らいたいというような話が当然ありました、若い人たちは特にですね。振替でなくて、体力が

まだ続くよというようなことでお金の方がというようなお話もありましたけども。やはり、労

働基準法等々の関係で週1 日は休むと。あるいは2 週に 1 日は休むとかですね、そういう月の

8 日の休みを均して休んでもらうというような対応をしていますので、これは今、押さえてい

るとおり何件かは時間外の手当の対応についてもちょっと厳しくなったというような話は私の

方も若干聞いておりますけども、特に組合との協議の中で労働強化と言いますかね、そういう

部分は無いというふうに押さえております。以上です。 
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○委員長（吉田和子君）  よろしいでしょうか。12 時になりますので昼食の休憩に入りたい

と思いますけれども。その後でよろしいでしょうか。開会を13 時といたしたいと思います。 

休   憩      午後 12 時 00 分 

                                         

再   開      午後  1 時 00 分 

○委員長（吉田和子君）  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。先ほど9 番吉田委員

から質問ありました答弁を据え置いた部分の答弁を先にしていただきます。白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君）  1 点答弁保留をさせていただきました、申し訳ございません。

ご質問の決算書の中での備品購入費の不用額、これについての内訳のご質問でございました。

大きなものだけなのですが、一つに文書管理経費の中での図書購入。これは行政通達集加除本

なのですがこれを購入する。例年やっている部分ですけども。加除本ということで結構、毎年

経費がかかるということでこれをいわゆる、加除本そのものの本を購入するということで購入

替えをいたしました。これは毎年ということでなくて1 年交替でというふうに思っておるもの

ですから、その分の執行残が残っていると。 

 それから2 点目が中学校コンピュータの管理経費、金額は305,000 円です。これは当初、中

学校の教材用ということでソフトの購入を予定しておりましたが、そのソフトの代用としてイ

ンターネットでの代用、あるいは教材で添付されてくるソフトでの代用ができるということで

購入を見送りました。 

 それから、庁舎管理経費は金額としては62,000 円程度ですが、当初、ポータブルストーブを

2 台計上で予定しておりましたが完全に使えないものということで 1 台購入、1 台はオーバーホ

ールで使用しているということでその1 台分の執行残が残っていると。大きなものとして3 点

残っております。以上で説明を終わらせていただきます。 

○委員長（吉田和子君）  今の説明に対して、何か質問はよろしいですか。じゃあ、他に質

問のございます方、どうぞ。13 番斎藤委員。 

○委員（斉藤征信君）  33 ページの納税組合の問題について一つだけ伺います。これは前に

も何回も話されていることなのですけども、納税組合の役割ということで以前はこれが収納率

を上げるのに役に立ってきたということは承知しているのですが、自動払いだとかになって役

割というのはまた変わってきたんじゃないのかなということで。本当に今、この納税組合が果

たしている役割はどのようなものなのか。その辺りを教えていただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  前田税務課長。 

○税務課長（前田博之君）  ここにも書いていますけども町民、しいて言えば町内会の納税

啓発を行ってもらっているということと、もう一つこの中で租税的な関係、子供たちの税の意

識を高めていくと、将来的に。作文とか標語とかを募集していますし、そういう部分で末広く

納税意識を高めていくというような形の役割を担っているということです。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  13 番斎藤委員。 

○委員（斉藤征信君）  子どもたちに納税意識を高めていく、そういう授業をやっているこ

とはよくわかっていますし、それなりの効果も出しているのだと思いますけども。それにこれ
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だけの金が必要なのかどうなのかという問題と、それから、町内会納税意識の問題というふう

に出ましたけども、これも町内会に配分されて町内会がどういう役割を果たしているのかとい

うね、その辺りがよくわからないところなのですよ。以前は確かに役割を果たしていた。最近

は町内会運営だとか何とかという形に変わってきているのではないかという指摘があるわけで

すね。そうしますと町内会の運営経費というのは別途また別に考えなきゃならないことだろう

と思うのでね。これは納税という形で配分しなければならないものなのかどうなのか。この辺

りを伺いたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  前田税務課長。 

○税務課長（前田博之君）  確かに時代の流れとともに納税組合が果たす役割というのは正

直な話、変わってきています。それで、さっきの今年の納税組合の総会にも2 件ほどですね、

納税組合のあり方、そしてまた、この補助金の使途というより出し方と言うかな、それが町内

会でどう使われているのかとそういうような疑問点もありました、正直な話。それで我々、担

当としてもこの制度が云々じゃなくて、やっぱり時代とともに変わっていくのかなという認識

は持っております。それで、その総会で質問があった事項については納税貯蓄組合の役員会で

も取り上げて、今、議論しているというような状況にありますので、担当としても時代の流れ

とともに役割は変わっていくというような認識はしていると。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  13 番斎藤委員。 

○委員（斉藤征信君）  1 点だけ。町内会にね、今、納税組合が各町内会に存在しているの

か。以前はあったけども最近はそういう形が残っていて実際に働いているのがどのくらいある

のか。その辺りを伺います。 

○委員長（吉田和子君）  前田税務課長。 

○税務課長（前田博之君）  この決算書の中の数字でいくと、109 の町内会に補助金を出し

ております。そのうち、たぶん3 つの町内会が納税組合というものを作っていません。ただ、

この性質からいくと町内会の均等割と言うんですか、そういうものは出さなきゃいけませんか

ら組合があるところは会員数に単価を掛けて出しています。そういうことで納税組合員の数に

ついては従来の納税組合が奨励金を出していた時点で押さえている組合員数から出入りがある

部分の届けがあった中で押さえています。 

○委員長（吉田和子君）  他に質疑のございます方、どうぞ。9 番吉田委員。 

○委員（吉田正利君）  35 ページでございますが、住民基本台帳法に則った白老町の人口減

の統計が出ておりますけれども、年間に 300 がマイナスしているわけでございます。現状、こ

れを見ますと 21,300 を割っているわけでございますが、これらを含めて 1 年間の統計経過から

現在の見通した、来年度に対する見方とか何かいろいろとあると思うのですが、いろいろとこ

れからの町の人口に対する計画の変化、読みが違うことによって生ずるいろいろな問題が出る

と思うのでございますが。今、事務局として、これらを踏まえて、人口減に対してどのような

見解を持っておられるのか。これ 1 点お伺いしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君）  人口に対するご質問でございます。35 ページに入っている
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データにつきましては住民基本台帳の数字が入っておりまして、この時の人口で21,533 名とい

う数字がなってございます。私どもの方ではただ今ご質問にあった将来展望をどうかというこ

とのご質問でございますけども、第4 次の総合計画、これらに盛られた内容を着実に執行して

いくと。平成 24 年までの第4 次総合計画の期間、これにおける目標が21,500 人と。それらに

それぞれの施策が入ってございます。それについて、着実に執行していくと、こういう形で現

在は捉えているということでございます。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  9 番吉田委員。 

○委員（吉田正利君）  読みの狂いというのはいろいろと捉え方によってはあるわけでござ

いますけれども、現実的に指標とする人口と現状の人口のギャップをどこに押さえていくかと

いうことが非常に重要だと思うのでございます。現実にそういうふうな問題を抱えて、第4 次

総合計画も然ることながら全般的に見て、再度これらについての現実的な見直しをきちんとす

べき時期でないのかなという気がいたしますが、その点についてはいかがでございましょうか。 

○委員長（吉田和子君）  岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君）  現実的なということでございますが、総合計画はいろいろ

形で積み上げて目標値を持っていると。今、委員おっしゃる部分はたぶん現実にこういう住民

基本台帳とのギャップがあるんじゃないかということのご指摘かと思うのですけども。昨年16

年度に第4 次総合計画がスタートしたばかりということもございまして、トレンドで過去のデ

ータからいくと人口は確かに減少方向に向うんですけど、そうならないように総合計画を実行

して行くんだとそういう形で展開していく考えでございますので。現在、第4 次はまだ2 年目

に入っているということでございますので、8 年間という大きいスパンの中でやはりそういう

ことは目標に向って努力していきたいとこう考えております。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。他に質疑のございます方、どうぞ。では、次へ

移ります。3 款民生費に入ります。39 ページ1 項社会福祉費1 目社会福祉総務費から46 ページ

2 目老人福祉費まで。決算書は 105 ページから 108 ページとなっております。質疑のございま

す方、どうぞ。13 番斎藤委員。 

○委員（斉藤征信君）  40 ページ。消費生活相談の表なのですけれども。昨年度のを見ます

と、昨年度の相談件数は土地だとか住宅も含めて126 件。今年は 196 件。大幅に増えているわ

けですけども。今年は消費生活相談という形で区切ってはいるようですけども、いわゆる生活

相談だろうと思いますけども。この中身、どんなものが増えているのか。差し支えない範囲で

お知らせいただきたいと思うのですが。 

○委員長（吉田和子君）  須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝貢君）  16 年度の生活相談の内容を見ますと、訪問販売とか通信販売

に関する相談が47 件、住宅のリフォームとか床下改善関係に関するものが 15 件、あとデート

商法と言うんですかね、会員権だとかＤＶＤの購入だとか宝石、宝飾品こういうものが8 件。

それと布団関係が5 件、健康食品関係が 4 件、浄水器3 件、新聞契約に関するものが 3 件、そ

の他 9 件というふうになってございます。 

○委員長（吉田和子君）  13 番斎藤委員。 
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○委員（斉藤征信君）  いわゆる 47 件あったという悪徳金融と言うんですかね、オレオレ詐

欺だとかそういうようなものが増えているというふうに捉えることができるのでしょうか。で、

昨年は 4,300 万の約半分くらいの救済をしてきたという報告があったと思うのですが、今年は

その金額なんかもわかれば教えていただければと思うのですが。 

○委員長（吉田和子君）  須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝貢君）  すみません、失礼しました。先ほど言った中で訪問販売とか

通信販売が47 件で、その内訳を言ってしまいまして。架空請求等が60 件、これがかなり去年、

集中して相談が増えています。それとか不当とかの携帯サイトに関する関係の各請求が31 件と

いうことで、あとはその他ということになっていまして。で、金額的にはですね、件数が 196

件で受け付けた相談金額としては 6,800 万程度というふうになってございます。 

○委員長（吉田和子君）  13 番斎藤委員。 

○委員（斉藤征信君）  わかりました。架空請求が一時的に全国的に増えたというような話

は聞いているのですけども、それに対する町民への対応と言いますかね、啓蒙というのはどん

なふうに進められてきたのか、そこだけ教えてください。 

○委員長（吉田和子君）  須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝貢君）  当然、広報等でやってきておりますし、それから、出前トー

ク、その他でも周知してやってございます。あと、消費者協会なんかとも連携を図りながら、

そういう対応を進めて、あらゆる場で詐欺に遭わないような啓蒙は進めてございます。以上で

す。 

○委員長（吉田和子君）  他に質疑のございます方、どうぞ。9 番吉田委員。 

○委員（吉田正利君）  41 ページの福祉バスについてお伺いいたします。現在、町内に循環

バスが通っておりまして、非常に町民は喜んでいるわけでございますけども、この福祉バスの

路線別の統計は取られているかどうかお伺いいたします。 

○委員長（吉田和子君）  山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君）  統計はございます。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  吉田委員。 

○委員（吉田正利君）  私がお聞きしたいのは現在の全体的な統計でなくて、エリア別の、

地域別の乗車率、その他の問題についてちょっと聞きたかったものですから。 

○委員長（吉田和子君）  山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君）  手元には資料的には持って来ていませんが、当然のことな

がら集計するにあたっては、ここに集計利用人数出ていますが路線別ごとに全部出てございま

すので後で委員の方に提出したいと思いますが、それでよろしければそうしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  9 番吉田委員。 

○委員（吉田正利君）  現在の配車の状況を判断して、各地区別の路線で見た時にこの統計

64,532名という年間の乗車率があるわけでございます。これを月割で見ますと5,300人ぐらい。

これが各エリア別に見た時に非常に空車率が高いんじゃないのかという意見でございます。私

ちょっと詳しいことはわかりませんが、果たして現在のバス帯でバスの型式を変える必要があ
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るのかどうかという考えを持っているものですから、それらを含めて一つお願いしたいと思い

ます。 

○委員長（吉田和子君）  山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君）  全体的な感想で申し上げますとですね、路線においても時

間帯によってはかなりバラつきがあります。どちらかと言うと高齢者の利用が多いものですか

ら、朝の一番で虎杖浜から出てくるよというのが非常に多いですし、それから、曜日ごとにい

くと確実的にやっていますけど萩野から出てくる火曜日の朝一番の多いですよとこういう形に

なるわけですね。それと、だいたい朝2 便から 3 便を 1 路線に走らせていますが、午後からに

なってやっぱり利用率が落ちると、そういう問題があります。それと、来る時よりも帰りの方

が利用人数が下がるとこういう傾向を示しているということでございます。ですから、路線の

違いと時間帯の違いとによってもバラつきがあるとこういうことでございます。 

○委員長（吉田和子君）  他に質疑のございます方、どうぞ。1 番小西委員。 

○委員（小西秀延君）  40 ページなのですが、3 番の社会福祉団体等補助金の19 番、白老町

社会福祉協議会に対する補助金なのですが、昨年度の決算を見ますと約 2,900 万ぐらいの支出

になっているのですが、およそ420 万程度増えているのですが、その大きな要因というのは今

わかりますでしょうか。 

○委員長（吉田和子君）  山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君）  正確な数字は持って来てございませんが、社会福祉協議会

に出している主なものについては社会福祉協議会の事業は別にしてですね、事務職員関係の人

件費の部分です。これにつきましては町の方から派遣している部分だとか、そういった見合い

を差っ引きますとその人数の構成によって若干変わってくるというものと、それから、大きく

分けましてもう一つボランティアの活動センターの補助金の関係が出てきていますので、これ

が新たな追加分というふうに押さえてございます。 

○委員長（吉田和子君）  1 番小西委員。 

○委員（小西秀延君）  分かりました。増額になっていたものですから、後学のために今後

の考え方を聞こうと思ったのですがそういう理由であればよろしいです。 

○委員長（吉田和子君）  他に。7 番西田委員。 

○委員（西田祐子君）  同じく40 ページの社会福祉団体。そこの白老町社会福祉協議会から

補助金という形で各団体で出ているわけなのですけれども、最近ですね、各補助金を受け取っ

ている団体が決算書を出すようにという形でいろいろこれから精査していくというような話も

聞いておりますけれども、それらについてはどのような形で、これから、たぶん少なくなって

いくと思うんです、皆さん補助金が。そこの中で一つやっぱり役場の方針としてね、こういう

ような形では残してやりたいんだというものがあるのかどうなのか。それとも一律1 割カット

とか 2 割カットとかという形を考えていらっしゃるのか、その辺をお願いしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  社協に限ってのことですか。他に全般の補助金体制についてです

か。社協のことについての部分でいいんですね。山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君）  16 年度におきましては社会福祉協議会を通じての間接補助
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という形で9 団体で行ってございます。主なものについては身障の団体、母子会等々ございま

すが、そういう形で間接補助という形を取ってございます。今年度につきましては直接補助に

だいぶ切り替わってございますので。一部、間接補助そのまま残ってございますが、そういう

形で直接町の方で事業経費として必要なものかどうかについては精査して行きたいなというふ

うに思ってございます。確かに一律 5％の考え方もありますが、基本的にはその事業の内容を

聞きながら経費節減できるのかどうかを含めながら各団体と、ただ決算書を持って来るだけで

なくて協議しながらですね、ちょっと事情を聞きながら進めて行きたいという部分ではござい

ます。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。他に質疑のございます方、どうぞ。ありません

か。じゃあ次へ進みます。46 ページ 3 目身体障害者福祉費から 52 ページ 9 目ウタリ住宅新築

資金等貸付事業費まで。決算書は 107 ページから114 ページです。質疑のございます方、どう

ぞ。6 番土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君）  3 目身体障害者援助事業経費の中でちょっとわからないものです

からお聞きします。更正医療費はどういうものなのか。それと16 年度 44 人受給者数となって

いますけれども、15 年度は 17 名だったわけですね。この数の推移というのはどういうふうに

捉えているのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君）  更正医療の関係ですが、これは身障の福祉法の中に規定さ

れているものでございますが、端的に言いますと更正のために医療が必要な身体障害者手帳所

持者で治療によって確実なる治療効果が期待出来る者でございます。これだけじゃイメージわ

かないと思うのですが、具体的に例えば糖尿病によって人工透析を行うであるとか、人工関節

等といったものの自己負担部分の補助があると。更正医療という形で支出するとこういう形に

なります。ちなみに、17 名から 44 名、正確的には内訳は持っていませんけれども、こういう

形での部分的に決められた病名等で使われてくるものですから、透析関係が増えている部分と、

それから、冬場の骨折なんかによります人工関節等もございますから、そういったものも含め

てどちらかと言うと糖尿による人工透析関係の方が増えているのかなというふうに思ってござ

います。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。他に質疑のございます方、どうぞ。14 番大渕委

員。 

○委員（大渕紀夫君）  52 ページのウタリ住宅新築の関係なのですけれども、監査委員さん

の方からも指摘がございましてね、実際には1.1 ポイント収納率上がっているんだけど収入未

済額が増えているという状況なのですけれども。平成 13 年度からずっと 50％台という低率な

のですけれども、この原因と対応策をどのように考えていらっしゃるか。その点、お尋ねをし

たいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  久慈生活環境課参事。 

○生活環境課参事（久慈幸男君）  ウタリ住宅の収納関係でございますが、今、50％という

のは収納率ですか。 
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○委員（大渕紀夫君）  収納率 56.6、13 年 59.3 となっています。 

○生活環境課参事（久慈幸男君）  それは現年度でしょうか。 

○委員（大渕紀夫君）  決算の 46 ページを見て言っているんです。 

○生活環境課参事（久慈幸男君）  たぶん、これは現年度分と滞繰を合わせた金額と思いま

すが。現年度分については約92.7％ということで若干伸びました。それで、これはご存知のと

おりウタリ生活指導員が2 人おりましてですね、常時やはり滞納者の方に回って収納の督促を

していると。また、電話等もしていると。こういうことで常時、対応をしております。それで、

実は16年度に5件の繰上げ償還がございまして約600万ぐらいのお金が繰上げ償還になったと

いう実績もございます。また、過年度についてもですね、前回 26 件ぐらいの過年度の件数があ

ったのですけども努力して 4 件ぐらい完納をしたとこういうようなケースがございます。そう

いうことで細々と言いますか、努力はウタリ生活相談員を通じてやっております。また、悪質

なところは催促状、税金と同じように催促をしたり、我々が夜間に行ってお願いをしたりとい

うようなことで収納のため日夜努力していると、こういうことでございますのでご理解いただ

きたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  努力していないというふうには僕は思わないのだけど、ただ、不納

欠損で落ちているのは13 年度以降は落ちていないんですね。ですから、それはある意味で言え

ば努力をしているというふうに受け止めるか、それとも、どういうふうに受け止めるかという

受け止め方の違いはあると思うのだけれども。それにしても滞納繰越が入っているとはいえ、

今の状況で言うと滞繰で相当、現年度分が90％越しているということは滞繰残っていると。残

っていると言うか、同じような状況で推移していると思わざるを得ないのですね。問題はやっ

ぱり今の経済状況の中で家を建てるのに借りたお金が返せないとしたら、やっぱりそこの指導

の問題。相談員さんが2 名いらっしゃるわけですから、やっぱりきちんとした形で対応すると

いうことをして行かないと、結果的には不納欠損で落ちるというふうにならざるを得なくなる

のではないかと思うのですけれども。そこら辺やっぱりある意味で言えば、家を建てるという

ことですから厳しくする必要があるのではないかと思うのですけどいかがですか。 

○委員長（吉田和子君）  久慈生活環境課参事。 

○生活環境課参事（久慈幸男君）  住宅または土地のお金を借りて、20 年の償還ですけども

きちんと払っている方がいらっしゃいます。ですから、やはりそういう不公平を是正するとい

う意味から、今、委員おっしゃったようにですね、やはり今、滞納されている方もきちんと払

っていただくということの原則に立って我々、今やっております。そういうことで今のいろい

ろやっておりますけども、連帯保証人をきちんと付けておりますので連帯保証人とも連絡をし

ながら 1 円でも徴収するように今もやっておりますし、これからも心がけていきたいとこうい

うふうに思っておりますのでご理解していただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  ちょっと助役にお伺いしたいのですけどね。僕は不納欠損で落とす

かどうかということがあるのだけれども、これは住宅料とは違うと僕は思っています。土地や
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住宅を建てるということ、これは下水道の受益者負担金もそうですけれども、資産を持つとい

うこととは私は全く違うと思っています。そういう点で言うと、やはりきちんとした態度を今

の経済状況の中でとると。とっていると思うのですよ、担当者がとっていないという意味では

ないですけれども。やっぱりね、そういう毅然としたところを示していく必要があるのではな

いかと思うのです。もちろん、その経緯の中で土地や家を離さなきゃ駄目とかいろいろあると

思いますよ、それはいいんです。僕はやっぱり基本的にそういう姿勢に立つべきであろうと。

ですから、現年度分 90％、100％というのは私は資産に関わるものについては当たり前だとい

う認識です。残る方がおかしい。これは税金や、しつこいようですけど住宅料とは質が違うと

いうふうに思います。ですから、その点ですね、やはり徹底してここを不納欠損で落とさない、

同時にきちんといただくものはいただくというね、きちんとの仕方をやっぱり差をつけると言

うか、意識に違いをきちんと持たせて取り組むべきじゃないかと思うんですけどいかがですか。 

○委員長（吉田和子君）  煤孫助役。 

○助役（煤孫正美君）  いつも不納欠損のことについてはいろいろな面で問題になりますけ

ども、ただ、私なりに思うことはこの4、5 年の間やはりいろいろな問題で障害が起きているの

は、やっぱり不公平感というのがいろいろなことで問題を起こしている要因にもなっていると

いうことで。今、言われましたように使用料・手数料とは全く違うもので財産として残るもの

ですから、やはりその面では先ほど言いましたように不公平の面からもそういうものをしっか

りとした形で整理をしてですね、また他の事業にも進めて行かなきゃならないということで非

常に大事なことと思っておりますので、これからにつきましてはやはり出来る限り不納欠損と

いうような形ではなくてですね、その辺を借りている方にご説明をして認識してもらって進め

て行きたいというふうに思っております。 

○委員長（吉田和子君）  他に質疑のございます方、どうぞ。16 番谷内委員。 

○委員（谷内勉君）  47 ページの重度身体障がい者のタクシーの料金の扶助がありますね。

これについて対象者は1、2 級の身体障がい者の交付を受けている者ということなのですけども。

これについては例えばですね、距離的に条件があるかどうか。例えば今言った、町内で終わる

のか、町外も構わないのか。その辺についてちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君）  障がい者のタクシー料金の扶助でございますが、これは基

本的には基本料金のみでございます。それと契約がございますので白老のみ、町内のみという

形の中で利用していただいている形になんです。基本料金ですから、あくまでも町内でめいい

っぱいいっぱいになるのかなというところはありますけれども、町内を基本ベースとしていま

す。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。他に質疑のございます方、どうぞ。9 番吉田委

員。 

○委員（吉田正利君）  非常に細かいようで申し訳ないのですが。決算書の 109 ページ、13

節で。委託料が1,497,000 円ということで不用額発生しておりますが、不用額の大小に関わら

ず予算編成の時点と決算の精度を上げるという意味で、やはり簡単に片付けてはいけないんじ
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ゃないかという気がいたします。それで、特にこういうふうな時代ですから予算をある程度引

き締めて余ったのは申し分ないわけでございますが、その他の理由による場合の考えについて

はやはり改善する必要があると思うのでございます。それで、この13 節の委託料の問題、それ

から、109 ページの 4 目の 12 節の役務費、需用費等に関連しても同じことなのでございますが、

特にこれらについて何か大きな理由があったのかどうかお伺いしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君）  保留にさせていただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  資料がちょっと手持ち無いそうですので、後ほどにしたいと思い

ます。他に質疑のございます方、どうぞ。無ければ次へ進みたいと思います。53 ページ2 項児

童福祉費、1 目児童福祉総務費から 61 ページ 6 目児童館費まで。決算書は113 ページから 118

ページとなっております。質疑のあります方、どうぞ。18 番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  53 ページから54 ページにかけて児童手当給付費。54 ページの上の

方に給付費の 2 つあるのですが、予算上よりは随分大幅に増えているんですね。予算上と決算

とで随分違うんだけど、なぜ、こんなに多くなっているのかの説明をお願いしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  制度改正になったこととか関係があるのかな。暫時、休憩いたし

ます。 

休  憩      午後 1 時 39 分 

                                         

再  開      午後 1 時 50 分 

○委員長（吉田和子君）  休憩を閉じて、委員会を再開いたします。先に加藤委員の質問の

前に吉田委員が質問しました不用額についての答弁から先にさせていただきたいと思います。

お願いいたします。山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君）  3 目 13 の委託料の関係でございます。この部分につきまし

ては在宅の身障者のサービスの部分、ショートでありますとかヘルパーだとかこういったもの

の委託に関しての利用が少なかったということでの不用額を整理させていただいてございます。 

○委員長（吉田和子君）  吉田委員、それでよろしいですか。今の不用額の方。 

○委員（吉田正利君）  はい。 

○委員長（吉田和子君）  あと乳幼児の不用額。五十嵐町民課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君）  4 目の乳幼児福祉費の不用額ということでお話がございまし

たけども、これは11 節と 12 節のお話があったのですけども、実は20 節も関係があります。扶

助費なのですけども。これは乳幼児の医療費関係なのですけども、その医療費が金額的には280

万ほど不用額として残ってございます。これは言い方悪いですけども、子供たちの病院の関係

があるものですから、それがどの程度押さえられるかというと難しい。いわゆる通院の医療費

の関係があるものですから押さえきれないという状況がございまして280 万ほど残っています。

それと関連するのは役務費なのです。取扱手数料、いわゆる医療費を支払うにあたっては取扱

手数料という役務費を支出することになっているんです。そういう関係がありまして、この役

務費が 17 万ほど不用として残っているという状況にございます。なお、需用費についてはいわ
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ゆる執行残ということで6,000 円ほど余っているということでご答弁をいたします。 

○委員長（吉田和子君）  吉田委員、そのことに対して質問はよろしいですか。 

○委員（吉田正利君）  はい。わかりました。いいですよ。 

○委員長（吉田和子君）  じゃあ18 番加藤委員の質問に対して。五十嵐町民課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君）  児童手当の関係ですけども。16 年当初、予算編成時には6 歳

までがいわゆる児童手当の対象としてカウントしていました。そういうことで予算計上してい

ましたけども、法の改正によって小学校 3 年生までということで法の改正があったものですか

ら、それらを補正して執行しているという状況にございます。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  加藤委員よろしいですか。 

○委員（加藤正恭君）  はい。わかりました。 

○委員長（吉田和子君）  他に質疑のございます方、どうぞ。児童館費までよろしいですか。

じゃあ、次へ進みます。4 款環境衛生費に入ります。62 ページ1 項保健衛生費 1 目地域化保健

費から 68 ページ 2 項環境衛生費、1 目環境衛生諸費まで。決算書は117 ページから122 ページ

です。質疑のございます方、どうぞ。14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  64 ページの国民健康保険事業特別会計の繰出金の関係でですね。こ

こで聞いた方がちょっといいと思いますので、国保安定化計画含めてですね、若干お尋ねをし

たいと思います。資料を請求いたしまして国保の安定化計画の結果報告表等々出していただい

たんです。で、もう一つ、国民健康保険の方でどこの病院に行っていらっしゃるかということ、

特に町立病院にどの程度行っているかということが知りたいために資料要求したのですけれど

も、実際は調査していないと。もちろんその時の担当課長が今の課長でないとかいろいろなこ

とあるということはわかっています。わかって聞いているんですけどね。以前は私、16％とか

という記憶がありましてね、調査していた時期があったはずなのですよ。で、三連携やると言

っていながらね、国保の人達がどこの病院に行っているか、だいたい町立病院に何％行ってい

るのか分からないという馬鹿な話は僕は無いと思うのです。なぜ、そういうふうになったのか。

以前は調査していたとしたならば、なぜ中断したのかね。そこら辺、経過がわかったら、まず、

その点をお尋ねをしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  五十嵐町民課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君）  病院別の、いわゆる国保の被保険者がかかっている状況とい

うことで資料を求められました。大渕委員おっしゃるとおりですね、三連携上、当然、必要だ

ろうというふうに我々も考えております。ただ、以前それらのデータがありながら、今現在、

作成していないという状況はいかがなものかと。どんな理由があるのかというお話ですけども、

そこまでは申し訳ないのですけども押さえてはおりません。ただですね、実は国保連合会から

年に 1 回、毎年5 月の診療分として7 月にそれらのデータがそのひと月分だけ来ます。それら

を過去 3 年間ちょっと紐解いてみますとですね、確かに白老町立病院にかかっている入院外の、

いわゆる通院ですね、これらは11％から13％ぐらい。過去3 年間、そういう数字で動いてござ

います。ただ、先ほどらいお話したように三連携を進める上にも当然、必要な書類だというふ

うに我々考えていまして、国保連合会の方に依頼しまして1 年間分きちんとデータをほしいと
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いうことで、今現在、国保連合会の方でマシンを回していただいているという状況にございま

すので、それが出来次第、統計をもう一度作り直してですね、それらをきちんと押さえたいと

いうふうに考えております。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  担当助役にちょっとお尋ねをしたいのですけどね。三連携の問題で

前回も私は一般質問もしている中で進まないという話を失礼ながらさせていただきました。担

当の方は非常に一所懸命やられている部分があったと思うのです。それは僕もそう思っていま

す。ただですね、こんな基本的な調査がだいたいやられていないということが、わからないっ

て、三連携やる気あるのかと。はっきり言えばですよ。私はそう思うのですよ。だいたいね、

国保の人が町立病院に何人かかっているかわからないなんて、それで三連携やりますなんて、

この 1 年間よく答弁してきたものだなってはっきり僕はそう思いますよ。それぐらいの中身あ

ると思うのですよ。ましてね、今まで調査していたのにしていないなんてさ。それは怠慢とし

か言いようがないのではないかと。なぜ、そうなったかということをきっちり、やっぱり調べ

てさ、やるべきところはやらないとなんぼいい答弁を例えば1 年半なりに渡ってもらっていて

もですね、これ一つで取り組む町の姿勢はそれぐらいだってなりませんか。僕はやっぱり許せ

ないことだと。いったい今までの答弁は何なんだと、私は本当に言いたいですよ。そこら辺ね、

町長いないから町長に聞くわけにいかないから助役に聞くんだけどさ。やっぱりね、そこら辺

はきっちりしないと駄目ですよ。こんなんで三連携で2 億の金を浮かせるなんて出来っこない

ですよ、こんなもの。姿勢の問題ですよ。話になりません。そこら辺きっちり答弁もらいたい

と思うのですけど。 

○委員長（吉田和子君）  三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君）  私も正直言いましてですね、三連携のご質問もそうなのですが、

過去に加藤委員の方からも代表質問という形で質問をいただいた時に、質問の項目にこういっ

たことがあったのですよ。要するに国保の被保険者がどこの病院に行っているか。町内か、町

外か。また、町内であれば、どういう割合になっているんだという質問がありましてですね。

担当の方にその分析を求めたところ、数字が出て参りました。質問の中でも答えております。

ですから、私自身もきっちり把握出来るというふうに責任逃れではなく思っておりました。今

回、正直言って、またこういうふうな形の中でどうなっているかという時に年間と言いますか、

トータルの数字は出ませんということでしたから、それはちょっとおかしいなと。どういうこ

となのと言ったら、それは要は、今、課長の答弁からもありましたけれども国保連合会の方に

お金さえ出せば出るんです。決してお金の問題ではなくて、当然、今、大渕委員がおっしゃっ

たように国保会計の赤字が云々言われたり、どういう形で町立病院の赤字の解消を図っていく

かというようなことが本当に大きな問題になっている時にですね、そういうことすら無いのか

ということは私も本当に残念と言うよりもそうなっているのかなというふうに実際のところ思

っております。それで、原課の方では担当も変わりましたけれども、そういう中で今、三連携

の会議を開いているんです、定期的に。そういう中でやっぱり基本的な部分の数値ですから、

これはやはりそこの中でも問題になっておりましてですね、これはもうきちんとすべきだとい
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うことで早速国保連合会に依頼しております、きちんと数字掴むように。で、過去のことにつ

いては私も今、大渕委員の方からそういうご指摘、お叱りを受けても全く本当に弁解のしよう

がございませんで。ただ、その都度、その都度、手作業で状況に応じてそういった数字の確認

と言いますか、現状把握をしていうことでございました。ですから、当然のことながら仕事を

進める上での問題意識としてその辺が欠けていたということについては担当助役として大変申

し訳なく思っております。今後におきましては、今、三連携の会議の中でもそういったことを

下に検討を進めて行くことになっておりますので、今後においてはきちんとして、そういった

数字の確認をしながら対応策を検討していきたいというふうに考えていますのでご理解をいた

だきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  僕、何もね、こういうふうにきつく言えば言いなんて思っているん

じゃないんですよ。ただね、よく考えてほしいのは三連携の会議をやられている時にそういう

ベースがなくて、何をベースに議論をしたのですか。本気になってやる気というのは、やっぱ

りそういうものが無くて僕はやれるとは思えません。だから、言うんですよ。じゃあ、三連携

の会議は何をベースにやられたのか。例えば町立病院は赤字を解消するためには国保をどうや

って誘導するかって、私、何度も質問していますよ。何人行っているかわからないのにどうや

って誘導するのですかとなりませんか。やっぱりね、そこが姿勢としての問題だと僕は思うの

ですよ。これはやっぱりね、しつこいけど言わせてもらわないとどうにもならないです。やっ

ぱり、こういうことはきっちりやっていただくというふうにして行かないと。今までしてきた

ことはいったい何なのかってなっちゃうんですから。その点まず一つ。 

 それと、どうして今ここでやったかと言ったら、国保でやったら3 回やったら終わりですか

らね。ここでちょっとやって、国保でやらなかったら出来ないから言っているのだけど。安定

化計画の、例えば実施体制というのがありますよね。収納率向上対策とレセプト点検強化とい

うのは 1 番、2 番になっているんだよ。レセプト点検 100％なんだよね、成果。これで見ると。

それから、収納率は上がっているんですよ。どうしてこれね、1、2 の順番全然関係なく書いて

いるのかもしれませんよ。だけど、一般的に言えば重要視すべきものが僕は上に来るべきだと

思うのですよ。小さいことかもしれないよ。保健福祉事業の推進というのが僕はトップに来て、

今一番安定化計画の中でやらなきゃ駄目なのはそこじゃないですか。僕はそう思うのですよ。

今までの答弁も僕はそうだったと思っています。レセプト点検は私も評価しました、やってい

るって。やっていることを書いたってしょうがないんです。100％のを書いたって対策にならな

いんだわ。対策というのはさ、結果報告書だけど、対策立てて、今までそうだよ、調べて聞い

たところみますと介護保険は全国水準並みなんだそうです。介護保険の使っている量は。なぜ、

医療費だけが 1.14 倍ですか。もう何十年も続いているんですか。それに対して、今までの担当

者を含めてどういう手を打ってきたのかということですよ。ただ、出せばいいんですか。安定

化計画出して、結果報告出せばいいというものじゃないでしょ。なぜ、介護保険が全国水準な

のに、医療費だけが1.14 倍が何十年も続いていて、それに手を打っていても直らないのかとい

うことを本気になって今やらなきゃ駄目なんじゃないの。だから、だいたいこの結果報告書の
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書き方が 100％のものなんて書かなくてもいいんじゃないのかな。書けというふうになってい

るのかどうか僕はわからないけどさ。そういう意識の問題が無いのかということさ。そこら辺

どうですか。ちょっともう、本当にきちんと責任持って答弁してください。この次、これを元

にして私また一般質問やりますから、きちんと答弁してくだいよ。1 回、1 回同じこと言っても

しょうがないんだから。 

○委員長（吉田和子君）  五十嵐町民課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君）  安定化計画の実施報告書。順序の話はですね、どれを一番に

持って来るかというのは申し訳ないんですけども特に無いと思います。ですから、100％はいら

ないのではないかという議論は、計画書を出しているものですから載せなきゃならないだろう

というふうになっていますので。順序は収納が一番先でないのかとかという議論はあるにして

も、保健事業ですか、それが先でないのかという議論はあるにしても、順序はともかく安定化

計画に載せている、それに対しての実施報告ということで。それは安定化計画をこういうふう

に出しなさいというモデルがありますので、それに則って出しているということで順序は別に

してもきちんとやったよという報告は載せなきゃならないというふうなことで載せております。

それはご理解いただければと思っています。 

○委員長（吉田和子君）  三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君）  三連携の会議の中での数値の押さえ方ということなのですけども。

傾向的には毎年5 月の時点ですけれども、どれぐらいの率というのは押さえているんです。そ

れから、過去にも分析したものがありましてですね。全くわからない数字で議論しているわけ

でなくて、傾向的なものは押さえながら検討しております。ただ、大事なのはどういう傾向に

あるかだとか、減っているのか、増えていっているのかだとか、今後どうなって行くだろうと

かという見通しの中ではやはり年間の平均数値と言うんですか、より正確な分析の下での数値

というのが必要になってくると思いますので、まさに今、三連携の中ではそこのところの数値

をきちんとしたもので議論しようということで進んでおりますので。過去についてはですね、

先ほど私が答弁申し上げましたけれども、ちょっとそういったところでの意識の気薄さという

のは本当に認めざるを得ないというふうに思っております。今後、本当に数字というものはき

ちんと押さえて検討して参りたいと考えていますのでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  他、質問のございます方、どうぞ。18 番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  68 ページ、1 番最後の（8）ですね。飛生地区飲料水対策経費として、

金額のことは別にしていろいろ水質検査、それから、設置補助など出しているのですが、この

結果は、水質の状態と言うか、現況はどうなっているのか。これは 16 年度ですから、16 年度

してはどうだったのかですね。その辺りについてお願いしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝貢君）  飛生地区の水質の関係ですけども、浄水器を設置しているの

が 7 件で、これについては毎年、年2 回水質検査をやってございます。未設置の部分について

は年 3 回水質調査をやっておりますが、いずれも水質基準はクリアされている状況でございま

す。 
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○委員長（吉田和子君）  18 番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  毎年これをやっているのですがね、鶏糞の被害もだいたい皆、飛生

地区の人たちは意識として持っていますから悪化の方向にはならないんだけれども、このまま

ずっと継続して行かなきゃならないものかですね。一説にはあそこの土壌が昔に戻るには 100

年経たなきゃ駄目だと、自然のままだったらですよ。そういうことまで言われているのですが、

今後どのように見通しとして考えておられるのか、その辺りどうですか。 

○委員長（吉田和子君）  須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝貢君）  水質が元に戻るのは相当かかる、何年ということはちょっと

今の状況では言い切れない部分がありますけども。地下水が浄化されて元に戻るというのは相

当数かかると思いますので、やはりこの状況というのはかなり続くというふうに認識してござ

います。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。他に質疑のございます方、どうぞ。9 番吉田委

員。 

○委員（吉田正利君）  決算書で 119 ページですね。2 目 7 項で予算を取っているのでござ

いますが執行額0 になっているのでございます。これはバスの運転手と看護婦の関連というこ

とで当初予算取っているはずなのでございますが、これはどのような理由で実施されなかった

のか、一つご説明いただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  今、調査しますのでちょっとお待ちください。他に質疑のござい

ます方、どうぞ。6 番土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君）  65 ページ、2 目健康づくり費で、（2）の健康福祉医療ネットワー

ク推進事業部（臨時）とありますけれども。これ、旅費となっていますけど事業の形態と旅費

はどういった内容のものでしょうか。 

 それともう一つですね。67 ページ。（3）の畜犬登録及び野犬掃討経費の中で 27 番の公課費

ありますね。ここに野犬掃討数、それから、死亡犬・猫回収頭数が出ていますけれども、その

後の処理はどういうふうになされているのか、ちょっとお聞きしたいです。 

○委員長（吉田和子君）  山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君）  まず、健康福祉医療ネットワークの関係でございますが、

それにつきましては町民の安心カード作成のための視察、岡山市でございます。先の議会でも

一般質問の中で当時の担当参事が事業説明していると思います。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君）  須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝貢君）  野犬掃討はですね、例えば放してしまったというのも法律上

では野犬というふうにみなして回収します。当然、所有者が判明する部分については所有者に

始末書を書いてもらってお返しするというふうにしてございます。本当の意味でも野犬につい

ては一応一定期間うちの方で保護しております。もし、その中でこの犬がほしいという方が現

れるとお譲りするということにしてございます。どうしても例えば凶暴で矯正できないという

ような部分については、きちんと法的手続きを済ませて保健所の方へお引渡しするということ

にしてございます。 
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 それから、死亡犬とか猫の回収をしたものについてはどうするのかということでございます

けども。この中の死亡犬・猫についてはうちの環境衛生センターにある小動物の焼却場にて焼

却しまして、そのお骨は丁寧に慰霊碑の中にお祀りするというふうにしてございます。加えて

年 1 回、これは獣医師会主催で供養祭をおこなってございます。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  6 番土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君）  わかりました。ちょっと聞き漏らしたことあったのですけども、

畜犬の新規の登録がありますよね。これが 16 年度 145 頭となっていますけども、実際に相当登

録されていない方がいらっしゃるんじゃないかなと思うのです。少なくても、私の近くでも注

射を打っていない犬が結構いるわけなのですね。その辺の実態をどのように把握されているか、

ちょっとお聞きいたします。 

○委員長（吉田和子君）  須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝貢君）  当然、90 日以上の成犬を飼う場合には登録していただくとい

うことが原則でございます。で、春に登録と予防注射と併せて各地域を細かく回ってございま

す。その中でもしていただけないという方につきましては、うちの方の指導員が各地域を回っ

ておりますけども 100％補完するということはちょっと今の段階では困難ですけども、そうい

うような体制をとって指導してございます。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。吉田委員の先ほどの質問にお答えしたいと思い

ます。山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君）  健康づくり事業の中で講師派遣を予算化していたのですが、

この部分については自前の職員で対応しようということで、この部分についてはうちの職員で

対応していったということでございます。実質的に補正の中で整理すれば良かったのですが、

ちょっと整理が出来ていなかったということでございますので、今後このようなことが無いよ

うに整理出来ればして行きたいというふうに思ってございます。 

○委員長（吉田和子君）  それに対して質問はよろしいですか。13 番斎藤委員。 

○委員（斉藤征信君）  68 ページの有害鳥獣駆除の問題で、ここにカラス 367 羽、きつね6

頭、あらいぐま1 頭という数字が書かれているのですが、この数字はいったい何なのかという。

どういう数字なのだろうということでね。申請によって、有害で何か被害があって、頼まれた

からそこの部分を駆除したというようなことなのかね。あるいは別な目的で捕獲しているのか。

その辺りはどういうことなのでしょうか。 

○委員長（吉田和子君）  須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝貢君）  基本的には害があったということで、依頼して駆除してもら

っているという費用でございます。 

○委員長（吉田和子君）  13 番斎藤委員。 

○委員（斉藤征信君）  これは住民からの申請で駆除したということですが、これで効果が

上がっているのかどうなのかということとね、それから、例えばきつねだとかあらいぐま、エ

キノコックスの問題なんかがある。そして、きつねも相当数町の中にも出てきている。そうい

うことから言って、6 頭の駆除ということが本当にこれでいいのかどうなのか。もっと何か抜



 - 39 - 

本的な対策というのがあるのかどうなのか。あらいぐまなんていうのはとうとう現れたかとい

うことで、あらいぐまをこのまま放置して被害があったから駆除をすればいいというようなこ

とでいいのかどうなのかね。もっと抜本的な対策というのがあるのかどうなのか。その辺りを

お聞きしたいのですが。 

○委員長（吉田和子君）  須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝貢君）  この有害鳥獣、きつねとかあらいぐまについてはですね、こ

れはそこにいるから駆除するということではなくて、やはり例えば養鶏場に入って鶏を食われ

るとかそういう実害が出ましてね、これはもうやはり駆除せざるを得ないという状況の中で、

あらいぐまも含めてそういう環境の中で駆除しています。やはり野生動物ですから、いるから

駆除するということにはならないかと。このような姿勢で駆除してございます。 

○委員長（吉田和子君）  13 番斎藤委員。 

○委員（斉藤征信君）  野生の動物を皆殺しにしてしまえとは私は言いませんけれども。た

だ、あらいぐまなんかはいろいろと話題になっていて相当な住民生活にも被害があって自然体

系を壊すというようなことからいろいろなことを言われているわけですけどもね。どのぐらい

の実態があって、本当に被害が無ければ駆除しないのかどうなのかね。今、白老町の中にもど

んなふうな実態があり、その中でどういう対策を立てるのかということも大事なことだろうと

思うのですね。きつねにしたって、どのぐらいの頭数がいて、どんなふうにしていったらいい

のかという、その辺りが無いと、ただ被害があれば殺せばいいんだというようなそんなことに

はならないと思うのですよね。その辺の見通しなんかもあればお聞かせ願いたいなと思うので

すが。 

○委員長（吉田和子君）  須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝貢君）  あらいぐまにつきましては外来種でございまして、今までは

そこの市町村の判断で、これだけ被害が出ていて駆除せざるを得ないという判断の下で道の方

へ申請して許可を得て捕獲するわけですけども。この外来種を含めて、今度、環境省の方の管

轄になるというように今、話がされてございます。そうなりますと環境省の判断を仰がなけれ

ばならないというようなことで、その実態はどういうふうになってくるかちょっとわかりませ

んけども、一応そういうような取扱いが国内種と外来種と分かれてくるということでございま

す。ただ、町内にどれくらいの外来種のあらいぐまがいるかということはですね、ちょっと今

の段階では調査されていませんので実態としてはご報告申し上げる状況にはないと思います。

きつねにつきましてもですね、きつねの調査というのは実は無いんですね。全体的にどれくら

いが道内で生息していて、この地域にどれくらいいるかというのは残念ながら今のところ持ち

合わせておりませんけども。やはり、きつねにつきましては一時エキノコックスの問題があっ

たりしまして、かなり問題になったというのもございますけども。あくまでも被害が出て、こ

れはやはり駆除せざるを得ないんだという状態の中で駆除するということの考え方で実施して

おりますのでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  他に質疑のございます方、どうぞ。無ければ次へ進みたいと思い

ます。69 ページ 2 目公害対策費から 73 ページ 5 項上水道費 1 目上水道施設費まで。決算書は
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121 ページから 126 ページとなっております。質疑のございます方、どうぞ。18 番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  ここで聞いておいた方がいいと思うのですが、72 ページ。1 目の病

院事業費ですね。繰出金の問題なのですが、経費分として利子償還金分はいいとしても、不採

算地区病院運営経費分として1 億 3,200 万。それから健全化対策経費分 2,000 万ですか。その

他繰出金分7,000 万。お願いをして資料をいただいたのですが、病院に対して不採算部門とし

て国の方から来る金というのはどの項目なのですか。まず、それからお聞きしたいと思うので

すが。それと、純粋に一般会計から出ているものと、それがどれであるか。お示し願いたいと

思います。 

○委員長（吉田和子君）  丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君）  交付税措置に伴ってくるものと一般会計の部分という分け方

になります。資料、平成16 年度地方公営企業繰出金。交付税措置があるものにつきましては企

業債の利子償還金分。それと不採算地区病院運営に要する経費合わせまして約 1 億 4,000 万ほ

ど。それと健全化対策に要する経費、その他繰出金については全額、町の持ち出しという形に

なります。 

○委員長（吉田和子君）  18 番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  いろいろな理由で出すのでしょうけれども、この不良債務解消分で

すね、40 番のところの6。これは当時、国の方から不良債務解消分として5 年間か6 年間ずっ

と来て、2、3 年前に打ち切られた数字だと思うのですが、これがそのまま不良債務解消分とし

て一般会計から出している形になっているのかですね。なぜ、こういうふうに同じ一般会計か

ら行く場合にこういうふうにしちゃったのですね。40 と 50 の違いはなぜ、こうしたのですか。

その辺りから。 

○委員長（吉田和子君）  丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君）  従前ですね、経営健全化計画に基づいて町も努力します、病

院も努力します、だから国は少し支援をしましょうという形でお金が来ておりました。その計

画が 13 年度で確か終わっているはずです。14 年度から 17 年度間までについては自主的に経営

健全化計画を作りなさいと。その健全化計画を作ることによって、例えば起債を貸す条件にし

ますよとかそういう条件があるものですから、そういった中でどうしても病院事業で発生する

不良債務の部分について町としてもこの部分の2,000 万は出してきたとこういう経過でござい

ます。 

○委員長（吉田和子君）  18 番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  3 回目ですから、ここの場では終わりますが。こういうふうにいろ

いろな理由づけをして一つの方法なのでしょうが、どうも我々にとっては説明がちょっとわか

らない。その他の繰出金分として 2 億 2,900 万という支出をしておると。そうすると例えば 3

条予算の2 億 2,900 万が減った場合にはどこを減らす格好になるのか、後から項目別に合わせ

るのかですね。予算の査定の中で分けて計上しているのかどうか。予算上ではこういう内訳は

私どもは承知していないのですよね。今回、資料出してもらったことによって、その他の繰出

金分はこれこれですよということがわかったのですが、こういうふうに分けなきゃならないも
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のかどうか。例えば 8 なんかは基礎年金拠出金に関わる公的負担に要する経費だなんてわから

ないのですよ。全然、我々のわからないような数字が載っておるのですがね。こういうふうに

して出さなきゃならないものなのか。たまたま 2 億 2,900 万の繰出しをしなければバランスが

取れないからということで出したものかどうか。その辺りの説明をもう少ししてもらいたいと

思います。 

○委員長（吉田和子君）  丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君）  病院の繰出金について基本的な考えを説明したいと思います。

基本的にこれは公営企業ですから、本来はこういうお金を一切いただかなくてもプラマイ0 に

しなきゃならないと。ところが自治体の病院としてどうしても果たさなきゃ役目があるでしょ

うと。例えば救急の医療。救急病院として受けていますから、これは採算が合うか合わないか

という判断をすれば採算が合いませんとこういう形になります。それとか、そういった形で一

般会計から病院会計に繰り出す額を無制限に増やしてもいいですよということには実はなって

いません。病院会計に一般会計から出せる項目はここに書いてある分ですよと。ですから、緊

急医療から基礎的公費負担に要する経費までは基準の繰り出しとして出してもいいですよとこ

ういう形になります。そしてですね、特に問題になってきますのは、じゃあ、それでもなおか

つ赤字が出るじゃないかといった場合はどうするのかということになりますと、一つは40 番の

経営健全化に要する経費だとかですね。例えば本来的に必要な部分ひっくるめて病院総体の出

していただく中でですね、設備投資的な意味合いを含めてですね、例えば下に出ております 4

条予算ありますよね。4 条予算の方で出資的に見ましょうと。例えば、何か一つ投資すること

によって経営改善して行きましょうという部分でのものの見方、お金の出し方というのが一つ

出てくるわけです。ですから、3 条予算というのはあくまでも決められた基準に基づいて出し

てくる予算ですよと。それともう一つは政策的にこの病院をやったのに、例えばいろいろな設

備投資をする。例えば、新しいＣТの機械を入れるとか、あるいは新しい医療器具を入れると

かそういった形での病院を、要するに病院事業をやっていくための応援の経費というのがここ

の建設改良経費の部分で見て行きましょうと。出資金として投資をしますよと。投資をするか

らもっと営業成績あげてくださいとこういった意味で出資金として病院にいただくと。この 2

つの形があるということです。 

○委員長（吉田和子君）  他に質疑のございます方、どうぞ。16 番谷内委員。 

○委員（谷内勉君）  69 ページの（2）大気汚染測定事業経費について。13 番目委託料につ

いてなのですけども。これが今言った、大気汚染測定装置日常点検、委託業務とあるのですけ

ども。これについてですね、どのぐらいのサイクルで点検を行っているのでしょうか。ちょっ

とお伺いしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  暫時、休憩をいたします。 

休   憩      午後 2 時 37 分 

                                         

再   開      午後 2 時 50 分 

○委員長（吉田和子君）  休憩を閉じて委員会を開会いたします。須貝生活環境課長。 
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○生活環境課長（須貝貢君）  保守・点検につきましては親局と子局とありますけども毎月

1 回。それから、テレメーターについては年2 回、保守・点検を行っている状況でございます。 

○委員長（吉田和子君）  16 番谷内委員。 

○委員（谷内勉君）  これから見ましたら、点検の方だけでも結構いい金額にいっています

ので、これらがもしくは全然問題が無ければですね、1 ヶ月に 1 回ということなのですがある

程度減らして、例えば整備可能か、いけるかどうかというその辺のところをちょっと検討して

いただきたいなと思いましてお願いします。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝貢君）  これはですね、子局から親局の方へ毎日データが送られてく

るわけなのですね。そのデータの取り込む作業も含めて月 1 回でまとめるということにしてい

ますので、そういう形が取れれば一番いいのですけどもね。2 月にまとめてするとかという形

が取れればいいのですけども、一応大気の状況を常時見なきゃならないという部分で行けば、

毎月 1 回程度はやらなきゃならないというふうに思っております。 

○委員長（吉田和子君）  他に質疑のございます方、どうぞ。次へ進みます。5 款労働費、6

款農林水産業費に入ります。74 ページから 85 ページまでの労働費及び農林水産業費全般につ

いて。決算書は125 ページから132 ページとなっております。質疑のございます方、どうぞ。

11 番氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  私の方は資料提出をしていただいております。4 の 1 から町の補助

金等々に関わりますお祭り関係の収支報告書決算書の提出をいただいております。80 ページの

19 の負担金及び交付金という部分。一応、19 の負担金の部分についてちょっとお伺いしたいの

ですけども。これに伴って町が出している補助金についてのイベント等に決算書をいただいて

おります。それが資料提出の中でもらっております4 の 1 からの部分ですけども。例えばです

ね、たぶん町の補助金等々はこの決算書を見ると本当に適正に使われていると思います。ただ

ですね、例えば虎杖浜温泉の湯まつりだとかですね、それから、町制施行 50 周年記念の元気ま

ち白老の港まつり等々に関わる決算書を見ますとね、例えばそういった補助金を使った事業の

中で繰越金等々の明細が出てきておりましてね、それがあるので前年度からの繰越金または今

年度の繰越金という部分がわかってですね、長い目で見た事業計画が立てられているのだなと

いう感があります。ただ、今回の私が今、質問している 80 ページの白老牛肉まつりの決算書を

皆さんお持ちだと思うのですけども、その白老牛肉まつりの決算書を見ますと収入の部と支出

の部が例えばここに繰越金も何も無く収支が最後の1 円単位までぴったし合ってくるというの

はちょっと私には考えづらいかなと思うのですよね。本当に適正に使われているのであれば、

こういった数字になって出てくるとは思うのですけども。ただ、この決算書をですね、各補助

事業の部分は各実行委員会が立ち上げになっていましてね、各実行委員会でこの決算書を作っ

ていると思うのです。この白老牛肉まつりに関してもたぶんそういう形だと私は思っているの

ですけどもね。これを例えば見て、精査した部署というのはたぶん農林水産の関係だと思うの

ですが、この決算書の中身というのはこれで例えば良しとしてあげたものなのかどうなのか。

ちょっとその辺をお伺いしたいなと思います。 
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○委員長（吉田和子君）  和野産業経済課参事。 

○産業経済課参事（和野敏夫君）  白老牛消費拡大事業の牛肉まつりの部分なのですが、う

ちの方でこれの191 万の補助の内訳ということで、これにつきましては会場費にかかる経費を

支援しますという形で予算を計上しております。会場費につきましては持ち出し部分と。ただ、

牛肉だとか原材料については売って収入になるという解釈の中でうちの方の支援の補助金の中

身は会場設営費に対する支援ということになっています。それとですね、今、氏家さんの方か

ら言われたとおり、決算で繰越金等ありますよ、他団体についてはというお話ですが、これに

つきましては以前に、ずっと牛肉まつりをやっていまして、このイベントについては天候に左

右されるということで別立てで積立預金を持っています。そういう中で今回、これの収入の部

で雑収入のところにＪＡ青年部活動費から519,986 円と、これが歳入でなっています。これが

今まで培ってきたイベントでプールと言うか、天気が雨になった場合に補てんする預金が持っ

ています。そこから取り崩してマイナス出た部分を補てんしていくということで、16 年度につ

いては 519,988 円のマイナスがついたということで決算報告を受けております。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  11 番氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  その辺の内容が今、話を聞いていて分かったような分からないよう

なという部分があるのですけども。確かにこの519,986 円というのがプールされていた総額な

のかですね、その辺は私たち分からないわけですよね、変な話。これが牛肉まつりが始まって

白老町の補助金が投入されてきた時から、これは私が聞いた話なのですけども、例えば雨が降

ってお祭り事業にならなかったという時もあったようにお聞きします。その時の負担だとかと

いうのは結局はそういったプールされたお金も何も無い時の時代なのかもしれませんしね。で、

例えば去年以降2、3 年の中で利益として上がらなかったという状況なのか。上がらなかったか

ら 519,000 円という持ち出しがあったと理解していいものかどうかですね。その辺については

いかがなのでしょうか。 

○委員長（吉田和子君）  和野産業経済課参事。 

○産業経済課参事（和野敏夫君）  16 年については、はっきり言ってマイナス。全体の収支

マイナス約 519,000 円がマイナスになっています、決算で。それで今、私の方で別立てでとい

うお話をしたのですが、これは牛肉まつり第1 回からいきますと今年で17 回目、平成元年に始

まって。その中でですね、こういう雨が降った場合にどう対応するという部分で別立てで定期

預金で約400 万ぐらい積んでいます。これが雨降った時のＪＡ青年部が運用出来る預金という

ことで、400 万ぐらい積んでおります。その中から16 年については519,986 円を支出してマイ

ナス分を穴埋めしたということになっています。 

○委員長（吉田和子君）  11 番氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  最後になりますのであれですけども。例えばですね、今まで白老牛

肉まつりをやっていて利益があがっていなかったというのが現実なのかどうなのかですね。去

年は赤字だったのですね、51 万何ぼというね。利益はあがっていないのですね。51 万という赤

字だったということで認識していいわけですよね。で、今、預金額400 万ぐらい積み立ててい

るんだと。これはＪＡ青年部の方々が預金されて、それを運用しているのか。それとも今まで
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の中でも、例えば収益があがった中のものをそういった部分でプールした中で預金と今、言わ

れているのかね。その辺をちょっとお聞きしたい。これ最後になりますのでそこと明確にお願

いしたいのですけども。 

○委員長（吉田和子君）  和野産業経済課参事。 

○産業経済課参事（和野敏夫君）  今、ここの定期400 万というのはですね、平成元年から

やってきました部分の、要するに利益の部分です。過去 17 回やってきているのですが、その中

で雨に打たれて1 回マイナスつくと何百万という部分があります。そういう中で平成元年から

15 年まで積み立ててきたものが定期として400 万あると。だから、これについてはプラスでな

ってきたと。だから、単年度で150 万ぐらいの黒字になった時もあります。そういう形で貯め

てきたやつが現在400 万程度になっていると。その中から今年度マイナス部分を補てんしたと

いうことです。 

○委員長（吉田和子君）  他に質疑のございます方、どうぞ。9 番吉田委員。 

○委員（吉田正利君）  74 ページ労働費1 目の勤労者生活資金の貸付の運用と貸付の状況に

ついて一つ説明をお願いしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  三戸産業経済課長。 

○産業経済課長（三戸功二君）  勤労者生活資金の貸付金の概要でございます。平成16 年度

におきましては件数で3 件貸付をしてございます。貸付金額が105 万円。その内訳につきまし

ては 3 件とも生活資金ということになってございます。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。9 番吉田委員。 

○委員（吉田正利君）  貸付の運用について、受付とか運用の実態についてちょっと説明。 

○委員長（吉田和子君）  三戸産業経済課長。 

○産業経済課長（三戸功二君）  目的につきましては当然、町内の一般勤労者に対する福利

厚生あるいは勤労意欲の増進を図るための資金の貸付ということになってございまして。貸付

条件につきましては 60 万円を限度として、貸付期間は 5 年以内ということになっております。

現在、この16 年度におきましては町内の室蘭信金、苫小牧信金、それと労働金庫が一応対象に

なってございますけれども、16 年度におきましては貸付を行ったのは労働金庫のみでございま

して、3 件とも労働金庫の扱いになってございます。貸付金利につきましては先ほど申しまし

たように3 件とも生活資金ということで相なってございまして、これについては2.92％。もう

一つは、加えて申し上げますと教育資金というものがございますが、これについては2.48％と

いうことになっております。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。18 番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  81 ページの 1 目林業振興費の中でですね、予算ではホロケナシの森

整備事業というのが 491,000 円で予算化されているのですが、決算では載っていないのですが

途中で何か説明を受けたのかどうか、私が失念しているのかもしれませんが、実施されなかっ

たのかどうかですね。その点について伺いたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  今、調査いたしますので後で。他に質疑のございます方。14 番大

渕委員。 
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○委員（大渕紀夫君）  75 ページのワークステーションの関係と緊急地域雇用特別対策推進

事業の関係なのですけども。これは町長の町政執行方針の中にもございますけれども、328 名

が就職され、また、これだけの金額で緊急地域のお金を引っ張ったということにつきましては

高く評価できるというふうに私は思います。政策的にもこれは成功したのではないかというふ

うに思うのですけれども。1 つ、2 つちょっとお尋ねしたいのは、ワークステーションの関係で、

この制度を続けるというふうなことは聞いておりましたけれども、3 名なら 3 名で町単費でこ

れをやられるのかどうかね。今の経済状況の中でやられるのかどうか。それが 1 点です。やる

としたならば、当然それだけメリットがなければいけないわけですけども、そこら辺の見通し。 

 それともう一つですね。ワークステーションの中での、人が来るんですね、たくさん。個人

保護法との関係で例えば履歴書の管理。それから、町に例えば出すものの管理。こういうもの

がきちんと教育をされて、現在の個人保護法に耐えられるような状況できちんと管理されてい

るかどうか。この2 点についてお尋ねをしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  三戸産業経済課長。 

○産業経済課長（三戸功二君）  まず 1 点目の、今、3 名雇用で実施してございまして、16

年度におきましては緊急地域雇用特別対策推進事業補助金をいただいて展開したと。今、17 年

度においても 3 名実はお願いしていろいろ活動していただいておりますけども。確か、17 年度

当初予算では 3 名分の予算を組んでおりますけれども、その内2 名は、いわゆる登別との雇用

創造開発推進事業ですかね、いわゆるクラスター事業という中でそちらの方から補助金をいた

だいております。これについては18 年度も同様に補助金が参りますから、当面、今、町の単独

費で持つのはこの17 年、来年度においても1 名分ということになろうかなというふうに思って

おります。それ以降のことにつきましてはですね、雇用情勢等が好転して来ればまた違った考

え方も出るかもしれませんけれども、今、それなりのいろいろな企業訪問をしたりして人材開

拓しながらそれらに結び付けているという実績がございますから、そういうものについては引

き続き何とか確保していきたいなと現在はそんなふうに考えておりますけども。予算そのもの

からいけば、今、申し上げたように18 年度までにおいてはそちらの国の方のお金で2 名確保出

来るとそういう状況になってございます。 

 それから、個人保護法の関係でのいろいろな提出されるような書類の管理の問題ですけれど

も、これについては私どもの方も常々担当いただいている方に申し上げていることでございま

してですね。特に例えば、これは役場の皆さんにも実はお願いしていることでございますが、

それぞれ課によっては臨時の職員の方を求められるという場面もあろうかと思いますが、そう

いう場面においても直接資料を要求するとかそういうことをしないでくれと。全部、課の方を

通してやってくださいというようなことも含めて個人情報のそういう問題については気を付け

てやっているというふうに思っておりますし、これからもそのように対応していきたいなとそ

んなふうに思います。 

○委員長（吉田和子君）  14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  今、2 点目の答弁わかりました。1 つね。そこは十分注意してやって

いただきたいのですけど、特に対人と言いましょうか、町民が個人情報の書類を持ってくるわ
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けで、それを預かるわけですね。そういう方々、他にいらっしゃるかどうかわかりませんけれ

ども、臨時職員なのか嘱託なのかわかりませんけれども、個人保護法に対するきちんとした教

育は制度化されているのでしょうか。 

○委員長（吉田和子君）  三戸産業経済課長。 

○産業経済課長（三戸功二君）  これは制度的にどうかはちょっとあれですけれども、例え

ば今年度におきましてですね、17 年度ですが、ハローワークの方から所長さんと課長さんがみ

えられてですね、そして一日、いわゆる、うちのワークステーションの場合は斡旋事業もやっ

ておりますから、そういう意味で斡旋をするにあたっての心構えだとかですね、当然、今言わ

れたような個人情報の問題、そういう守秘義務も含めての研修をさせていただきました。受け

た方々も大変いい研修をさせていただいたとそんなふうに言っておりますし。これについては

ハローワークの方とも連携しながらですね、出来れば毎年1 回ぐらいはそういうようなことを

進めて行きたいなとそんなふうに思っています。 

○委員長（吉田和子君）  他に質問のございます方、どうぞ。1 番小西委員。 

○委員（小西秀延君）  すみません、ちょっと聞き逃していたのかもしれないのですが。82

ページの4 と 5。21 世紀北の森づくりと森林整備地域活動支援交付、こちらの方なのですが。

臨時になっているのですが、ここ数年の動きを見ますと補助金のあり方次第で金額の増減がす

ごい大きいような形で見受けられます。この補助金についての内容とこれに類似した、この事

業に関わる補助金というのがあるのかどうなのか。その辺のご説明をいただきたいと思うので

すが。 

○委員長（吉田和子君）  和野産業経済課参事。 

○産業経済課参事（和野敏夫君）  この 21 世紀北の森推進事業というのは私有林の植栽を目

的に補助制度があります。そういう中でですね、町有林以外の民間の方の持っている森林の植

栽、木の苗を植えていくということに対する補助金です。それで、これについては面積的には

20.8 ヘクタールをしております。 

 それから、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の施業を促進さ

せるということで林務で言えばこういう表現になるのですが、農業で言えば中山間交付金事業

ということで、森林施業を促進させることによって森林機能を保つと。そういう作業をした方

を対象にこの交付金が配られるということになっています。それで今回、16 年につきましては

作業路の補修を行っております。そういう事業に対しての補助金です。 

○委員長（吉田和子君）  補助金によって金額がかなり違うので、こういった類の補助金は

まだ他にあるのかどうなのかということを聞いたと思うのですけど。 

○産業経済課参事（和野敏夫君）  補助事業があるのかというのは、森林施業の補助金とい

うことでしょうか。 

○委員（小西秀延君）  ここ 2、3 年の同じ事業の動きを見ますと補助金が付くか付かないか

で大変金額の増減が違うので、もし、他のものもあたっているような補助金が、これを一定さ

せるためにあたっているような補助金があれば、そっちの類似した補助金があるのであればそ

れも教えていただきたいという意味だったのですが。 
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○委員長（吉田和子君）  和野産業経済課参事。 

○産業経済課参事（和野敏夫君）  今、小西委員さんの方から 4、5 という話でしたが、3 番

北の森づくり緊急対策事業とあります。これにつきましてはですね、間伐を主体に。だから、

事業の施業の中身によって補助金が違うということです。だから、年度年度で、例えば今年は

間伐の施業が多ければ、北の森づくり緊急対策事業という事業費が増えてくるし。または植栽

を増やしたいと、それにやりたいと言えば、21 世紀北の森づくり事業と。要するにこの2 つが

私有林の森林を守るための保育、それから植栽関係の事業です。あと、これ以外にはちょっと

今のところ無いなと思っています。 

○委員長（吉田和子君）  1 番小西委員。 

○委員（小西秀延君）  わかりました。本年につきましては、この補助金が両方とも多く付

いているということで、環境問題または当町における森林の財産という面で考えて評価できる

なということで質問をさせていただきました。補助金の種類も無いということで、この事業を

続けていくにあたってはまた努力していただければなというふうに思います。 

○委員長（吉田和子君）  答弁はよろしいですか。他に質疑のございます方、どうぞ。17 番

及川委員。 

○委員（及川保君）  81 ページ。上の方の（7）白老牛改良センター運営費の助成事業です

ね。この改良センター、もう足かけ4 年くらいになりますかね。町長がこれ、課長時代に起こ

した事業なのですね。当初はこの時に町長は5 年くらい見てもらえれば黒字化するよというお

話を聞いた経緯があるのですけども。現状はどういう状況になっているのか。 

 それともう一つ。今現在、どのぐらいの頭数飼っているか。 

 それともう 1 点ですね。今年の予算委員会だったですかね、ブランドの話ありましたね。こ

の経過、今現在どうなっているかお聞かせください。 

○委員長（吉田和子君）  和野産業経済課参事。 

○産業経済課参事（和野敏夫君）  白老牛改良センターの経営状況ということで。16 年 12

月末日が決算になっています。その中でですね、120 万程度の利益、黒字が発生しております。

そういう今、センターの経営状況です。 

 それから、飼養頭数につきましては、あそこの規模が96 頭タイプということで 96 頭が出入

り、出荷・導入繰り返している状態です。 

○委員長（吉田和子君）  3 点目のこれは 17 年度の分ですね。これが今、16 年度の予算と何

か関わりがあって次の質問に関わるのでしょうか。和野産業経済課参事。 

○産業経済課参事（和野敏夫君）  それでは17 年度の予算計上しております、白老牛の商標

登録の部分です。これにつきましては基準の部分での詰めが今現在、繁殖農家と肥育農家との

部分で商標登録に対する思いが若干違います。その部分の違いを今、埋めようと話をしている

最中です。これが出来次第、商標登録に。それで、弁理士さんと先月お会いしてその辺の状況

もちょっと相談しております。そういう状況です。 

○委員長（吉田和子君）  17 番及川委員。 

○委員（及川保君）  先ほどの頭数の問題ですけどもね。これがマックスというか、これ以
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上は不可能という状況ですか。この1 点だけ。 

○委員長（吉田和子君）  和野産業経済課参事。 

○産業経済課参事（和野敏夫君）  96 頭というのはあの施設でマックスです。96 頭は最高と。

1 牛房 4 頭入れて、それで仕上げの大きさに合わせた牛房と作っておりますので、今のところ

96 頭が精一杯ということです。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいでしょうか。他に質問のございます方、どうぞ。6 番土

屋委員。 

○委員（土屋かづよ君）  75 ページの（4）ですね。女性労働力支援事業というのがありま

すけれども、この事業の内容を教えていただきたいのと、それからもう一つですね。78 ページ

農業経営基盤強化促進の中の（2）で水田農業経営確立対策推進経費と出ていますけれども、こ

の事業と詳しい内容を教えていただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  三戸産業経済課長。 

○産業経済課長（三戸功二君）  女性労働力支援事業でございますけれども、これは平成16

年度においては緊急地域雇用特別対策推進事業補助金をもって実施をいたしましたけれども。

事業の内容につきましては町内における、特に女性の方の需要調査を実施したということなの

ですね。それと特にその中でもお子さんをお持ちになっている女性の方が働くにあたって、ど

ういうような支援の要望があるかそんなことも含めての調査を行ったものでございます。 

○委員長（吉田和子君）  もう 1 点。和野産業経済課参事。 

○産業経済課参事（和野敏夫君）  水田農業経営確立対策推進経費ということですが、これ

は白老の場合、昭和 49 年ぐらいまでに水田から飼料作物へ転換になっていますが、その時に

2.4 ヘクタールが水田の転換をしなさいという面積がありました。それのきちんと飼料作物に

作付けがなっているか、なっていないかという確認をするための事務経費です。町内では 2.4

なのですが、伊達に 1 ヶ所、町内の方が水田跡を借りて牧草を作っていたということの確認も

含めてですね、その確認事務に要する事務経費ということでここに計上しております。 

○委員長（吉田和子君）  6 番土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君）  これはあくまで個人の方のあれですよね。 

○委員長（吉田和子君）  水田の方ですね。和野産業経済課参事。 

○産業経済課参事（和野敏夫君）  水田の転作については市町村が事務局を持って、地域の

転作奨励をしなさいというものがありまして、それで市町村が個人の水田をやっていた方がき

ちんと転作をやっているか、やっていないかの確認事務をしなさいということで市町村がそれ

を担って確認事務をやっている経費です。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。6 番土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君）  今、だいたいの説明の受けて、なるほどというところまできたの

ですけれども。その確認事務に関して、こんなに経費ってかかるものなのでしょうか。 

○委員長（吉田和子君）  和野産業経済課参事。 

○産業経済課参事（和野敏夫君）  これにつきましてはうちが 2.4、それから伊達の 3 反歩

ぐらい、全部で 2.7。これの転作面積に合わせてある程度の交付金だとか補助金、推進するた
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めの経費が半分助成になります。それで、それの2 分の 1 の倍額を予算化ということでここに

計上しております。 

○委員長（吉田和子君）  他に質疑のございます方、どうぞ。次に進みたいと思います。7

款商工費に入ります。86 ページから 91 ページまでの商工費全般について。決算書は 131 ペー

ジから 134 ページとなっております。質疑のございます方、どうぞ。13 番斎藤委員。 

○委員（斉藤征信君）  87 ページ。中小企業の融資制度の問題なのですが。貸付の原資が1

億 1 千万あり、その倍額近い金が融資されるという制度になっていると思うのですが、利用率

がいつも低いのですが、特に道銀の半分以下なんていうのはいったいどうなのだろうと。何で

こんなに低くなるんだろうと。というのはね、原資が 1 億 1 千万ありながら、利用が 1 億 7 千

万ぐらいしかない。そうすると、町が出している原資がそのまま活きているだけで銀行の資金

をフルに活用できるという状況にないんじゃないかと。じゃあ、こんなに原資を出す必要もな

いんじゃないかと。もっと銀行がお金を出すべきじゃないかというようなね、そういうふうに

見えるんですけども、そういう考え方というのはおかしいんでしょうか。 

○委員長（吉田和子君）  三戸産業経済課長。 

○産業経済課長（三戸功二君）  ここでですね、貸付原資については当然町が1 億 1,100 万

持ってございまして、その融資枠の総数については 2.5 倍のここの 2 億 7,750 万というのが 3

項であると思いますが、これがいわゆる 2.5 倍枠になるわけですね。ですから、それぞれ北海

道銀行さんにしても室蘭信用金庫、苫小牧信用金庫にしても、これは融資枠ですから、ここに

それぞれ充当する町の原資というのは全体が1 億 1,100 万ですから、例えば北海道銀行さんに

あたっては町の原資としては900 万。それから、室蘭信用金庫については7,500 万。苫小牧信

用金庫については2,700 万。これで計、町の原資としては1 億 1,100 万。銀行さんはそれの2.5

倍の枠を持ってそれぞれ融資を受け付けるとそういう状況になっております。したがって、全

体としては 2 億 7,750 万の枠があるわけですけれども、実際その利用額については 1 億 7,510

万ということですから、それから行けば 63％ぐらいという利用率になってございますけれども。

これは先の議会の中でもちょっとご質問いただいておりますけれども。確かに実際の枠全体か

らすれば5 割以上ではありますけれどもね。満度に使っていないという部分はあるかもしれま

せんけれども、件数 39 件から見ましてもやはりまだ必要な制度なのかなというふうに思ってお

りましてね。実際にこれについてはほとんど運転資金が主になってございましてね。これにつ

いては運転資金、それから設備資金というのも入ってくるのですけれども、今の状況で行けば

運転資金が主になっています。基本的には景気がよくなってですね、いろいろ設備資金なんか

にも回してくれるような形になってくれれば一番いいのでしょうけどもね。今の状況は運転資

金程度という形で推移しておりますけども。必要のない制度ということにはまだならないのか

なと思っていますしね。たぶん銀行さんもそのようにですね、町の資金の2.5 倍までという部

分では協力をしていただいているという面はあるかなというふうに思っています。 

○委員長（吉田和子君）  今、原資が 6 割ぐらいしか使われていないのであれば、1 億 1 千

万も預ける必要ないんじゃないかというふうに聞きましたよね。それはどうなのでしょうか。 

○産業経済課長（三戸功二君）  それはですね、16 年度についてはそういう実態でございま
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すけれどもね。今後の推移を見ながらですね、利用の実態がもし、ある程度固定化しているよ

うな状況があるとすればですね、町の原資を下げるということも当然あり得るのかなとこんな

ふうに思いますね。 

○委員長（吉田和子君）  13 番斎藤委員。 

○委員（斉藤征信君）  原資の 2.5 倍を銀行が用意する。その枠を持っているということは

いいことだと思うんですよね。枠を小さくして借りづらくなると大変ですのでね。今の情勢の

中ではやっぱり枠を持っているということは大事なことだとは思うのです。そういうことをた

ちながらね、いつも道銀さんが 2 件なのですよね。前回に1 件というのもあったのですけどね。

他から見るとものすごく利用率というのが低いんですね。何かそこに訳があるのかね。道銀さ

んが借りづらくなっているのかね。これは銀行のせいなのか、借りる人のせいなのかね。この

辺り、不思議な数字だなといつも思うのですけども。その辺りいかがなのですか。 

○委員長（吉田和子君）  三戸産業経済課長。 

○産業経済課長（三戸功二君）  銀行のせいと言うよりも、それぞれ借りる方の取引銀行と

いう部分がもしかしてあるのかなとそんなふうに思いますけどもね。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。他に質問のございます方、どうぞ。7 番西田委

員。 

○委員（西田祐子君）  商工会のところと、それから観光協会のところ、2 つ聞きたいので

すけれども。まず、86 ページの商工振興対策費とかいろいろありますけれども、そこの中で19

番の商工会補助金として2,300 いくら出ていますね。で、ここで商工会の組織率が62.1％とな

っているわけなのですけれども、今年のことを言っちゃいけないのかもしれませんけども、大

町商店街などもシャッター通りになりつつありまして、商店街の振興というものもちょっと問

題になっているのですけども。こういうふうに役場の職員も商工会に出しながら、これだけの

お金を出していながら組織率 62.1％というのは産業経済課長としてはどのように受け取られ

ていますでしょうか。私、その辺はどういうふうに感じていらっしゃるのかなというのが1 つ

です。 

 それともう一つが 89 ページの観光のところなのですけども、13 項の委託料のところのポロ

ト公衆トイレ管理の部分と、それから（4）の観光協会補助金が1,900 万出ておりますね。とこ

ろが実際には白老の観光協会なども確か会員数が170 件程度じゃないかなと思うのです。その

辺もやはり同じように職員も出ておりますし、白老町としても登別また、それから大滝の方の

向こうのホテルですか、向こうの方からもやっぱり観光客を誘致しようとして白老町としてか

なり力を入れてやっているはずなのですけれども、どうも観光協会も商工会も何かそれぞれ、

その現場に居なきゃいけない人たちの組織率が非常に低いんじゃないかなという気がしており

ますけれども。この辺を何とか打開しなければですね、白老町でこれだけお金を使っているの

にも関わらず、効果が上がらないんじゃないかなと思っていますけれどその辺いかがでしょう

か。もし、お答えいただけるものでしたら、ご意見を伺ってみたいのですけれども。 

○委員長（吉田和子君）  三戸産業経済課長。 

○産業経済課長（三戸功二君）  商工会、それから観光協会の会員の組織率の問題のご質問
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でございますけども。ご質問のとおりですね、白老にもありますように商工会につきましては

今、これは商工会の16 年度の資料でございますけども、商工業者が全体で780 いるところなの

ですが、そこの会員数として484 というようなことで62.1％という組織率なのですね。商工会

の場合は今の 62.1％はまだ安全圏とは言わないまでもですね、あまり高い方ではないものです

から、あまり下回ってくるといろいろ道の補助金等の関係なんかにも影響するというような話

も聞いていますからね。ですから、その辺は今、商工会の方としてもですね、今、町の職員派

遣で行っておりますけれども、いろいろ新しい会員の開拓ということでご努力されているとい

うふうに聞いておりますしね。確かに今、申し上げましたように商工業者780 いるわけですか

ら、その全部とは言わないまでも多くの方が会員になっていただくことが好ましいことかなと

そんなふうに思っていますし、この辺については先ほど言いましたように商工会としても会員

拡充に向けて努力しているというふうに聞いておりますので、そのような方向に行けばなとそ

んなふうに思っています。 

 それから、観光協会の方も確かに現在ですね、17 年 3 月末現在で134 という会員数なのです

ね。これが当時の会員数が 147 あったものが、期中入会5 ですけれども逆に退会しているのが

18 というようなことで現状においては 134 とそういう数字になっております。これもですね、

今回たまたま観光協会と町の職員も一緒になって上期の入込み客の実態調査に回っておりまし

てね。その中でいろいろ会員以外のところでそういう入込みのあるようなところも回っている

状況の中で、ぜひ会員になりたいよというようなところも出てきているようですし。ですから、

一つはいろいろな意味でＰＲをしながら、そして直接やはり対面していろいろお話を聞いたり、

お話をさせていただいたりという中で白老の観光という問題についてのご理解を深めていただ

いたり、そういうことで観光協会という形の中の会員としてもご努力をいただくというような

そういう芽生えも出てくるのかなと思いますから。その辺については観光協会、こちらの方に

も職員も参っておりますからね、そんなようなことのお話もさせていただきながら、また、町

の方も今言ったような入込み調査なんかは一緒に調査、行動してやっていますから、そういう

ところでの白老の観光振興についてのご理解をいただくような努力をしていく必要があるのか

なとそんなふうに思っております。 

○委員長（吉田和子君）  7 番西田委員。 

○委員（西田祐子君）  商工会の方なのですけれども、今、地域の活性化のために各日本全

国どこも苦労していると思うのです。それですね、例えば大型店舗とかですね、やはり商工会

に入らないという企業があるということは、やはりその地域の文化とか歴史とかというものを

誰が担うのか、誰が負担するのかという問題にも関わってきて、例えばお祭りのイベント1 つ

するにしても高齢化が進んで何も出来ないという状況なのですね。そうしましたら、観光協会

も同じなのですけれども、それだったら地域の人たちにやはり協力を求めて行かなければ打開

はないと思うのですよね。だから、課長のおっしゃるのもよく分かるのですけれども、やはり

それに携わっていない者からしますと、これだけ役場で職員まで出して、お金も出していてね、

なぜ、その業界の人たちが一所懸命仲間に入ってやろうとしないのかなと。やはり、その辺の

働きかけが無いのであれば、いっそのこともう役場の中に商工会も持ってきてしまった方が早
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いんじゃないか、観光協会も持ってきた方が早いんじゃないかとそういうような意見さえも私

のところに問いかけてくる方もおりました。そういうところも含めてですね、ぜひ、せっかく

これだけのお金を出しているわけなのですから地域の活性化のために、やっぱり白老町にとっ

ても一番大事なところですので何とかしていただきたいなと思うのですけれども。 

○委員長（吉田和子君）  三戸産業経済課長。 

○産業経済課長（三戸功二君）  ご質問にもありましたように、私も例えば商工会はやっぱ

り白老町の経済界の要と言いましょうか、そういう重要な役割になっている組織だというふう

に思っています。また、観光協会についてもですね、やはり白老町はいろいろな産業あります

けれども、やはり観光というものも白老町では重要な位置付けの一つだろうというふうに思っ

ています。そういう部分でいずれにしても、そういう組織の活性化というのはやっぱり重要な

ことだろうというふうに思いますから。極端にそれを、それじゃあ全部役場に持ってこいとい

う考え方は私はちょっとどうかなというふうに思いますけれども。いずれにしてもせっかくあ

る組織でですね、いろいろな意味でいろいろな情報交換をしながら活性化を進めて行くという

部分は当然我々も担って行かなきゃ駄目な部分だと思っていますから。確かに今、お話もあり

ましたように商工会なんかもですね、例えば大町の商店街一つを見ても結局ああいうふうに衰

退してきているという一つの要因には高齢化の問題があったりですね、後継者不足だとかとい

うそういうようないろいろなやっぱり、なかなかすぐには解消出来ないような問題があると思

います。しかし、そこにはやはり必ずしも商工会とのですね、お店ばかりが商工会じゃありま

せんからね。いろいろな産業、工業全部含めてですね、会員になっておられるわけですから。

そういうところで皆さんの一致した協力をもらえるような体制づくりというのはやっぱりやっ

ていく必要があるのかなと。そういう意味で町の方からも職員を派遣している状況にあるわけ

ですから、その辺はただ派遣している職員にお任せするということじゃなくですね、我々も派

遣している職員をサポートしながら、あるいはお互いの情報交換なんかも特に大事だなという

ふうに思っていますけども。そんな意味で今、それぞれ派遣組織と月1 回ペースですけれども、

いろいろな情報交換、意見交換しているという状況にもあります。そんなことの積み重ねの中

でよりよい方向に向けて行きたいなとそんなふうに思っています。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。他に質問ございませんか。それでは、以上で本

日の日程は全部終了いたしました。 

                                         

     ○閉会の宣告 

○委員長（吉田和子君）  本日はこれをもって散会したいと思います。どうもご苦労様でし

た。 

 

（閉会 午後 3 時 48 分） 

 

 


