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平成１７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１７年３月２３日（水曜日）  

   開  会  午前１０時０１分  

   散  会  午後 ５時４５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  

     寿 幸 園 長    千 石 講 平 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 

          農業委員会事務局長      和 野 敏 夫 君  

     土 木 課 長    山 本 憲 次 君  
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     都 市 整 備 課 長    松 井 俊 明 君  

     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  

     監 査 委 員 室 参 事    内 山 正 光 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  

                                        

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会いたします。  

 初めに、一言ごあいさつを申し上げます。国の三位一体改革、それから道州制という先行き

の不透明な中での平成17年度の予算編成であります。確かなことは、ことしの予算が大変減っ

ているということです。その中で組まれた予算ですけれども、明確に、そして明瞭に、効果的

に使われているかどうかを慎重に審議をしていきたいというふうに思っておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。  

 また、日程も２日間となっておりますので、皆様のご協力で会議がスムーズにいくようによ

ろしくお願いしたいと思います。  

（午前１０時０１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。  

 次に、委員会における質疑の回数について、念のため申し上げておきます。本委員会では、

先例により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４０号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用  

            弁償に関する条例の一部を改正する条例の制  

            定について  

〇委員長（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議を行います。  

 本委員会に付託されました案件は、議案第11号から第23号までの平成17年度各会計予算13件

と、これに関連する議案５件の合わせて18件の議案であります。  

 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40号から審議に入ります。  

 議案第40号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例の制定について、これを議題に供します。議案書の議40―１をお開きください。  

 質疑に入ります。質疑のございます方、どうぞ。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 質疑なしと認めます。  



 5 

 これをもちまして議案第40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40号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

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

          〔挙手全員〕  

〇委員長（吉田和子君） 全員賛成。  

 よって、議案第40号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。  

                                         

    ◎議案第４１号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に  

            関する条例の一部を改正する条例の制定につ  

            いて  

〇委員長（吉田和子君） 議案第41号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。議案書の議41―１をお開きくださ

い。  

 質疑に入ります。質疑のございます方、どうぞ。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（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41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41号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条

例の制定について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。  

          〔挙手全員〕  

〇委員長（吉田和子君） 全員賛成。  

 よって、議案第41号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。  

                                         

    ◎議案第４２号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関  

            する条例の一部を改正する条例の制定につい  

            て  

〇委員長（吉田和子君） 議案第42号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。議案書の議42―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。  

          〔「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42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42号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。  

          〔挙手全員〕  

〇委員長（吉田和子君） 全員賛成。  

 よって、議案第42号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。  

                                         

    ◎議案第４３号 財産の無償譲渡について  

〇委員長（吉田和子君） 議案第43号 財産の無償譲渡についてを議題に供します。議案書議

43―１をお開きください。  

 質疑に入ります。質疑のございます方、どうぞ。  

 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。この件につきましては、我々も以前から何度も無償

譲渡したらどうかということを言っていたことなのです。それで、その一番のネックが補助金

の導入の関係だったわけですけれども、そこの解決方法と、ことしからそういうことがよくな

ったのかどうか。補助金の残金がないというふうにはちょっと思えないのですけれども、その

辺の経過と今までできなかった理由がもし明確になっていれば教えていただきたいと思いま

す。  

〇委員長（吉田和子君） 渡辺社会教育課長。  

〇社会教育課長（渡辺裕美君） ただいまのご質問ですが、今までの経緯というのがちょっと

私もはっきり理解はしていないのですが、このたび無償譲渡を何度も受けていたものですから、

そこにつきまして道と何度かやりとりをしております。やはり当初の段階では、この町が受け

ている補助金の性質というものが明確になっていなかった。道の方で明確に理解をされていな

かったので、何度かこちらの方でも協議をした中では、今までどおりのお答えがまず最初にあ

りました。その中で具体的に補助金の中身ですとか、そういうものを細かく詰めていった段階

において、その補助金であれば北海道の補助金の交付規則、昭和47年に施行されておりますが、

それより対象外というのが明確になったということでございます。  

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。そういうふうに行われたということは結構なことだ
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というふうに理解はしているのです。それはよくわかるのだけれども、なぜ議会から、私が産

建にいたときも、これはやっぱり補助金の問題がなければ譲渡すべきだということを具申して

いたことは事実なのです。産建の所管事務調査の中に出ているかどうか別にいたしまして、そ

ういう意見が何度か出ているということは、これは事実なのです。しかし、今のお話ですと、

昭和47年の補助規定の中でそういうことが許されるということであれば、逆に言えば以前でも

許されたということに私の理解としてはなってしまうのです。そのことをどうのこうの今から

言うのではなくて、もちろんもう譲渡されたのだから結構だというふうに思うのだけれども、

そういうところが今問題になっている、道が実務的にいけないのか、町が……よくわからない

けれども、そういうところがお役所仕事と言われるゆえんではないのかなと。以前にも同じよ

うなことがあったのだけれども、状況が何にも変わっていないけれども、ことしからよくなっ

たよと。それは、条例が改正になったからではないのだよということになると、なぜ前にでき

なかったのと、こうなってしまう。そこら辺がもしわかれば、道が悪いのなら悪くていいので

す。わかれば教えてほしいのです。そうでなければ、改善だとか改良となされていかないと思

うのだ。従前そうだったからそうだというのは、僕いつも言う延長線上での物の考え方なのだ。

だから、それは何とかかんとかうまくいけばいいやというような、そういう考え方になってし

まうから、僕はそれはだめだよというふうに言っているわけですから、そういう視点で見たと

きどうかという答弁だけちょっと。  

〇委員長（吉田和子君） 牧野教育長。  

〇教育長（牧野正典君） 今大渕委員からお話あったのはそのとおりかと思います。以前のか

かわりについて、私直接わからないのですけれども、多分国の補助金と同等の考え方をしてい

たのではないのかな、このように思います。国の補助金ですと、鉄筋関係ですと耐用年数はた

しか51年かそこらですから、そのことが第一に頭に入っていて、道の補助金の交付規則という

ものが別にあるということ、多分そこまで道の方も余り指導しなかったし、町の方もそこまで

調べるというのでしょうか、そういう補助金の交付要綱みたいなものがあるということも知ら

なかったのかなと思います。ただ、今回いろいろ調べた結果、そういう交付要綱というのがあ

りまして、47年にできていました。そして、47年以前についてはこの限りでないということに

なっていましたので、このことが解決できたということになろうかと思いますけれども、今お

話ありましたように、二度とこのようなことのないように、きちっと精査をしていくことが今

後大切なのかなと思いますので、ご理解願いたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） ほかに質疑のございます方、どうぞ。  

          〔「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43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。  
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 採決いたします。  

 議案第43号 財産の無償譲渡について、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43号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。  

                                         

    ◎議案第４４号 白老町文化財等運営審議会条例の一部を改正  

            する条例の制定について  

〇委員長（吉田和子君） 議案第44号 白老町文化財等運営審議会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。議案書の議44―１をお開きください。  

 質疑に入ります。質疑のございます方、どうぞ。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（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44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44号 白老町文化財等運営審議会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44号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。  

                                         

    ◎議案第１１号 平成１７年度白老町一般会計予算  

〇委員長（吉田和子君） 議案第11号 平成17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98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

て進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

 それでは、質疑に入ります。一般会計、歳出、１款議会費及び２款総務費に入ります。98ペ

ージ、１款議会費から114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、どうぞ。  

 ４番、鈴木委員。  

〇４番（鈴木宏征君） 107ページの９番の職員研修経費なのですが、今年度の職員研修の内

容、中身について、ちょっとお聞きしたいと思いますけれども、私もずっと今まで接遇研修に
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ついてご質問させていただいた部分もたくさんあるのですが、今回の職員研修の中で接遇研修

についてはどのような研修をされようとしているのかということと、接遇のハンドブックとい

うものを今作成して、それを職員に配付するという話と、そのとき一緒にご意見箱を設置する

というような、そういう検討もするというようなお話があるのですが、そこら辺はどういうふ

うになっているかということをちょっと、２点についてお聞きしたいと思います。  

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）  職員の研修の内容というご質問でございます。例年どおり、自治

研修所あるいは市町村アカデミーの派遣研修を含めて内部研修を行います。具体的には、法制、

それから政策法務、政策能力、指導能力、管理能力等々の派遣研修、あわせて管理者研修、監

督者研修という内部の研修を行います。今のご質問にございました接遇の研修も、一つには接

遇の指導者研修を実施いたします。前回の議会でもお話ししたとおり、全職員を対象に接遇研

修を実施したいというふうに思っておりますし、それからお話のありました接遇のハンドブッ

ク、これは17年に入りまして早々に全職員の配付用にハンドブックをつくって配付したい。そ

のときにご意見箱を設置したいというふうに思っております。基本的に、今前段で申し上げま

した研修は、今回は派遣研修ですけれども、24コース、47名を予定しております。  

 以上です。  

〇委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。  

〇４番（鈴木宏征君） もしわかっていれば、指導者研修の中身と、その派遣研修の中身を教

えていただきたい。  

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）  今ご質問の指導者研修なのですが、まず一つは、具体的に中身詰

めた部分はまだありませんけれども、職員の中に指導者になる職員を養成するということで、

それは１人ないし２人を派遣させて、指導者という資格を有すると。あわせて、そういう方を

講師に職員全員に指導者の研修を行うと。具体的には、今までもやった部分はございますけれ

ども、あいさつの仕方とか、そういうものを含めて中身は詰めていこうというふうに思ってお

ります。  

 派遣研修は、最初にお答えしたとおり、自治研修所だとか全国の市町村アカデミーの方に、

先ほど言ったコース別に職員を派遣して研修を行うという中身でございます。  

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、加藤ですが、一般管理費でお聞きするのがいいのかと思うので

すが、サマータイムの導入の件なのですが、札幌市などでは試験的にサマータイムの導入を考

えて、去年も採用して、ことしは何か本格的に取り組むというようなことで、１時間繰り上げ

てやると。それから、帰りは１時間早めるというような制度のようですけれども、これについ

て検討しているかどうか、それを一つ伺いたいと思います。  

 それから、もう一点は、105ページの（６）、庁舎管理経費、直接的な問題ではないのです

が、たばこの喫煙室の問題なのです。現在役場の中には税務課の隣に本当の刑務所みたいな小
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さな個室、非常に悪い環境のもとでたばこを吸っている職員がおられる。愛煙家の一人として

非常に憤りを感じているのですが、年間１億6,000万円のたばこの消費税が入っている大きな

財源の一つでもありますし、たばこの功罪については、これはいろいろと批判もされるし、我々

たばこのみのマナーもいろいろ指摘されております。それは十分承知はいたしておりますけれ

ども、ああいう状態でいいのかどうか。  

 それから、もう一つは、雨の日も雪の日も土木関係ですか、現業所畑の人方は外で雨に打た

れながらでもたばこを吸っている姿を見て、果たしてああいう状態がいいのかどうかというこ

とを非常に疑問に感じている一人なのです。  

 それで、何を聞きたいかということは、やはりたばこを吸うために自分の机を離れるという

ことが業務に差し支えないかということなのです。やはりたばこをのむために外へ行く、それ

からたばこの部屋へ行く。そうすると、例えば課長に電話かかってきたと。課長は、庁内には

いるのだけれども、トイレもあるでしょうから、必ずしもたばことは言い切れないにしても、

喫煙室へ行っている間は留守になるわけです。課長ばかりではなくて、ほかの職員もそうなの

です。そうすると、効率の問題があるのです。外部からも内部からも電話がかかってきた場合

に、担当の者がいませんということになります。非常に効率的に悪いと私は思っているのです。

それで、一つの方法として、向こうは１階しかないですが、こちらは１階、２階あるのですが、

１階、２階の隅に、でき得ればフードでもして、そこでたばこを吸っていると。そうすると、

例えば私に電話かかってきた場合に、手を挙げて電話だよと、こういうふうに呼べば、飛んで

いって電話に出れるということが考えられるのではないかと思うのです。そういう面で、非常

に役場の職員を減らし、非常に仕事の量も負担も多くなってきているときに職場を離れるとい

うことは、やはりいろんな面で、外部的にもマイナスになるのではないのかなと。そういう効

率的な問題からいって、そういう方法を考えられないかどうか、ひとつご検討願いたいと思う

のですが、いかがでございましょうか。  

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）  先に１点目のサマータイムの件なのですが、札幌市を含めて、昨

年は試行的にと。今年度以降については、本格的に検討するというような形になっております。

ただ、本町で今検討しているかという話でしたけれども、特にサマータイムということでの検

討は実態のところはしておりません。１時間早くあるいは遅くというような時間的な時差とい

いますか、そういうものについては、昨年から戸籍の方で１時間延長だとか、部分的にはやっ

ておりますけれども、全庁的に時間を夏時間、冬時間に合わせるとか検討するとか、そういう

ところは実務的には特に、そういう部署があれば今後も検討する余地はあるとは思いますけれ

ども、全庁的にどうかというふうには、そこまではちょっと検討しておりません。  

 それから、２点目のたばこのお話なのですが、確かに公共施設へということで昨年から導入

をいたしました。役場の庁舎についても、当初何カ所かということで検討はいたしましたけれ

ども、経費の問題あるいは場所の問題で庁舎内１カ所ということで検討させていただきました。

今後効率的なこと、あるいはそういうことを含めて、ほかにも検討できないかというようなお
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話なのですが、考え方としては極力公共施設ではたばこを吸わないと、施設の中では。基本的

にそういうような形を考えていますので、現時点で喫煙場所をふやすというような考え方は持

っておりません。今のところ１カ所で、確かに狭い中でやっておりますけれども、確かに委員

さんも多分入られて状況は押さえているのかなと思います。決していい環境で、排気もよくて

というような状況ではないのですが、箇所としては庁舎内になかなか設置場所もありませんし、

今言われたフードというご意見もありますけれども、当然フードとなると外ということになり

ますけれども、経費は大した話ではないでしょうけれども、箇所としてはこれ以上ふやすとい

う考え方はございません。  

 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、加藤ですが、１番目のサマータイムのことはいいですが、たば

こを非常に毛嫌う傾向がある。それは事実です。それは我々のマナーも悪い面もあるからあれ

ですけれども、どうも喫煙者は悪だというような風潮に対しては、非常に私どもは抵抗を感ず

るのです。それで、担当助役も、それから総務課長もたばこを吸わない人だから、余り理解が

ないのではないのかなと思うので、もう少しそういうことを、能率的な、効率的なことも考え

ると、そういうふうな改革というのを必ずしも風潮に惑わされないで、そういうきちっとした

姿勢は貫くべきだと思うのです。隔離されているのですから、何とかもう少し愛情ある措置を

考えていただきたいと思うのだけれども、助役、再度答弁願います。  

〇委員長（吉田和子君） 三國谷助役。  

〇助役（三國谷公一君） たばこを吸われる方からすれば、そういうこともございますけれど

も、ただ私ども喫煙室を設けるに当たっていろいろと、役場の中にも衛生委員会というのがあ

りまして、吸う人も吸わない人も入っている委員会なのですけれども、その見地から、今度の

分煙に当たってどうするかといういろんな意見交換したときに、一番最初に皆さんが心配した

のは、結局隔離するのですけれども、これがいろんな方法があって、分煙機を置いたりフード

を置いたりというのもいろいろあったのですけれども、やはり町民の皆さんにたばこを吸って

いる姿がどう映るかという。確かに吸う方では一つの権利といいますか、そういうことはある

のですが、町民の皆さんが役場に来て見たときに、例えば見えるところで吸っているとか、分

煙機の回りに座って吸っているようなところが、今効率のお話も出ましたけれども、一方では

仕事中にたばこを吸って休んでいるというふうにしか見えないのでないのかなと。こういうこ

ともあって、確かに加藤委員言われるように、環境も悪いですし、暗いところで何か部屋に押

し込められて吸っているようなふうには見えるかもしれませんけれども、その衛生委員会の中

ではやはりそういった一つの隠れたというか、見えない部屋で吸っていただく場所を設けると、

こういうことを決めたわけです。  

 効率の面を言われると、やはり仕事をしながらたばこを吸っているのが一番効率的なのでし

ょうけれども、分煙化になりまして、そういうこともできませんし、そういうことをトータル

でいろいろと考えますと、今の方策しかないのかなと、こういうふうに思っております。  
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 ただ、ご提言いただいたことについては、もっと何かいい方法があるのかどうかということ

については、衛生委員会の方にまた持ち帰って協議はさせていただきたいというふうに思いま

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） 18番、加藤委員。  

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤ですが、しつこいようですけれども、昔と言ったらおかし

いですが、たばこを販売促進のために１年間、その当時１億二、三千万円のたばこ消費税が入

っていたときに、100万円近い金をたばこ促進のために販売店に補助していた時代があるので

す。だんだん、だんだん減りまして、最後は二、三十万円まで落ちましたけれども、ある時点

でカットされたと。それは、よくわかるのです。ですけれども、このたばこを仕入れる販売店

の方々は大変苦労しているのです。その実態を知っているかどうかわかりませんけれども、キ

ャッシュで何十万円のたばこを仕入れて売っているという苦労というものもわかるわけです。

そして、回収は100％町に入ると、そういう状態であるのです。ですけれども、販売店は今文

句言いませんけれども、だからといってたばこをのむ人を非常に毛嫌いするということ自体の

風潮に対して、私は非常に反感を覚えている一人なのです。それで、時にはいびられているよ

うな感じもするわけです。汽車に乗ってもだめだ、どこへ行ってもたばこのめないというよう

な、そういう姿勢というのはいかがなものかと。だから、とめるところはとめなければだめだ

なと思うのですけれども、余りにもそういう風潮に押されて、役場の施設まで、施設と言った

らおかしいが、あの雨降っている、雪降っている外で寒々としてたばこ吸っている姿を見てご

らんなさい。見ていると思うのだけれども、役場の職員がゆっくりと何か考えながらたばこを

吸うというのがいかにストレスを発散するかということにもつながるわけで、もう少し温かい

愛情を持って今度の審議に臨んでもらいたいと思います。今後の助役の人事にも影響するかも

しれない、たばこをのむ助役さんを今度は選ばなければならなくなるかもしれない。よろしく

どうぞお願いしたいと思うのですが、もう一度コメントをお願いします。  

〇委員長（吉田和子君） 三國谷助役。  

〇助役（三國谷公一君） たばこをのむのが悪いとは決して言っていませんし、私もかなり吸

っていた方ですから、それはあれなのですけれども、ただ根っこには健康増進法というのがあ

って、公共施設ではきちっと分煙化しなさいというのが、これは法律の趣旨でございまして、

これはもう全国的な動きですから、ここのところをご理解いただきたいというふうに思うので

す。  

 それで、外で寒々と吸っているというお話もありましたけれども、それは本当は決して外で

吸うことは許可していないのです。決まったところでのみなさいという指導をしているのです

けれども、職員によってはちょっとだけ吸って、それこそ効率的に仕事をするためにというこ

とがあって、そういうところは厳しくはしていませんけれども、基本的には分煙室で吸うとい

うことが基本でございます。そういうことで、分煙室が遠くてちょっと非効率だよということ

については、我々もそこのところは感じている部分なのです。ただ、設けるにしても、先ほど

総務課長言いましたように、経費的な部分がございますので、今のところあそこの場所でとい
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うことにしていますけれども、今加藤委員の方からお話ありましたように、非効率だというこ

とでは私ども認識しておりますので、そういう面では先ほど言いましたように今後の検討課題

というふうにさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  

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。109ページ、ＯＡ機器の委託料の件でお伺いしたい

と思いますけれども、項目13番の、109ページの下の方ですね、委託料3,224万4,000円、これ

がかなりかかっているのですが、ここで役所のＯＡ機器専門の職員を雇えるぐらいなお金が委

託料にかかっていると。当然中身も聞きたい面が３点ほどあるのですけれども、新住民管理情

報システム機器保守等委託料、それからとりあえず金額大きいものだけ、教育用コンピュータ

保守等委託料、この内容をお聞かせいただきたいのと、今言ったようにかなり金額がかかって

いるので、専門職を置いてもいいぐらいに僕は思うのだけれども、難しいのもあるけれども、

その辺の内容と、今言ったようなこと、どういうふうにすべきか、どういうふうに考えている

のか、この辺をお聞かせ願いたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 吉田行政改革推進室長。  

〇行政改革推進室長（吉田 稔君） 今玉井委員の質問に対しての、まず専門職の配置の考え

方ですが、現在の中においては職員１名の技術屋が専属でついてございます。たくさんの委託

料の集合になっていますが、以前においてはそれぞれの原課でそのラインというものはすべて

持っていたわけなのですが、15年度からですか、集合的に、今行革の中で全部を管理するとい

うようなシステムをとってございます。  

 それで、今２点目に言われました新住民やら学校やらということも、過去においてはそれぞ

れの課の中で対応していたものを現在は行革の中で集合的な範疇の中で整備やっています。た

だ、それのシステムの細かいラインについては、それぞれの担当課になると思いますが、住民

システムの関係は戸籍のラインでございますし、また学校のラインについては教育委員会の方

で所管的にやっている。ただ、それに伴う保守面については、行革の方が窓口になって進めて

ございます。あと、毎年のことですが、これらのものの委託の契約の面についても、窓口的に

は行革の方が集中的にやってございます。それに伴いまして、まとめることによって、やはり

経費の削減ということを考えてまとめてございます。そういった面では、行政部門の中におい

てはトータル的に8,700万円ぐらいの総体経費ございますが、前年度と比較しても180万円ぐら

いの経費の削減もできますし、また教育部門においては2,890万円ぐらいの経費が全体的にか

かるような形になるのですが、ただそれは学校ラインのパソコンの設置のこともございまして、

教育部門についてはトータル的には前年と比較しても600万円ぐらいの増となっていますが、

そういった集合することによる経費の削減ということを全体的にねらった中で専門の技術職

の者を置いた中で管理までされているということでございます。  

 あと、細部の中身、例えば住民システムの関係になると、原課の方の答弁をお願いするよう

な形になると思います。  

〇委員長（吉田和子君） 長野町民サービス課長。  
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〇町民サービス課長（長野征幸君） 新住民管理情報システム機種保守等の委託料の関係でご

ざいますが、基本的には住民票、約２万数千件ございますが、それのシステムを管理するとい

う形の金額での計上でございます。  

〇委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。  

〇学校教育課長（目時廣行君） 教育用コンピュータ保守等委託料の関係でございますけれど

も、昨年で小学校、中学校、すべての学校にコンピュータが完全に整備されました。それに伴

っての保守点検委託料でございます。  

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。書いてあるとおりだからわかる。だから、それを委

託、もちろんしているよと。その委託を、当然民間だろうと思うけれども、書いてあるとおり

の説明なら何にもわからないのだ。だから、その中身、どんなふうな中身なのか、これは説明

しようがないのかな、書いてあるとおり以上言えないのかな。  

〇委員長（吉田和子君） 目時学校教育課長。  

〇学校教育課長（目時廣行君） 定期的に点検をしなければならないのです。学校教育課には

そういう職員がいないということで、ある程度プロの方が点検しないと、故障した場合とか、

それから故障があり得るわけですから、そのサーバーの点検とか、それからインターネットで

ブロックされている部分ありますね。そういった管理とか、そういうものをすべて含めて保守

点検しなければいけないということで、事前に故障を未然に防ぐという保守点検をしないと事

業に影響を与えるわけですし、そういった観点で委託は必要だと。これをきちっと見ていける

職員がいれば、これは問題ないのですが、なかなかそういう専門的な職員を雇うということに

なると、これまた大変なことだろうというふうに考えております。  

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。もちろん今言われたようなこともほとんどわかるの

ですけれども、ただ総体的に見て、技術者を雇うというのは難しいと。それもわかるのです。

バランスの問題で、例えばそういう技術者だと給料も高いのだろうから、それを雇うというの

も大変なのだろうけれども、今行革の課長が専門職を１人雇っていると。１人ぐらい、さっき

8,700万円くらいかかっていると言っていましたけれども、その辺から見ても、１人で間に合

わないというのであれば２人にするしかないのだろうけれども、その辺のバランスもどうなの

かと。これに書いてあるとおりの内容はわかるのだけれども、ただ金額的に相当膨大にかかっ

ているので、何か方法ないのかなと、最初から話しているように。その辺の、行革で改革して

いるということもわかるのだ。だけれども、もっといい方法ってないものかなと思うのです、

金額が膨大だから。数もあるのだろうから、やむを得ないのだろうけれども、その辺改革の余

地ないのかな。  

〇委員長（吉田和子君） 吉田行政改革推進室長。  

〇行政改革推進室長（吉田 稔君） システムの中に、今行革の方で進めているのは技術屋１

人と、それから振興公社の方に機器の保守点検という、機器という限定なのですが、保守点検
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という面では今４名の職員で保守点検をやっています。そういった面においては、まず16年度

においても500万円程度の予算の中で総体の機器の保守点検という面ではやっていますが、た

だそれらも民間の技術屋を使った場合の金額なのですが、それにおいては大体１名につき1,00

0万円程度ということを言われてございます。ただ、全体のソフトの、今ここに出ているのは

大半がメーカー系統のソフトなものですから、そこまではなかなか、今私どもの使っている機

器の保守点検の面では使い切れないというのは、やはりそれぞれのソフトの、専門性のやつ持

っているので、そういったものは専門のソフトメーカーというのですか、こちらの方のメンテ

ナンスも当然必要なので、その辺は今の中では区分してやってございますので、あと私どもの

方でできるものというのは、そういう運用の中で、総体的には今の中ではその職員を振興公社

に委託した中で、振興公社の採用ということの４名の職員プラス行革の技術屋と、そういった

範疇の中で総体の機器類についてのメンテナンスを含めて実施していると、そんな現状でござ

います。  

〇委員長（吉田和子君） いいですか。何かちょっと違っているような気がする。  

 全体を含めた形の中での専門職を置けないかということでしょう。だから、ちょっと違うの

ではないか。  

 飴谷町長。  

〇町長（飴谷長藏君） 玉井委員おっしゃっているのは、今かかっている経費ありますね。約

8,000万円近い。それと、自前で職員をソフト開発だとかプログラマーを採用した場合の経費

の比較はどうなのだと。もし安くなるのであれば、自前で職員を雇った方がいいのでないかと

いうことだと思うのです。それで、実は私も予算査定の段階で過去に聞いたことがありますが、

ここにはまずソフトの開発というのがあるのです。よその企業さんで開発したソフトもありま

す。それで、今行革の方では最小限の経費でやっているのですが、自分で開発したのもありま

す。ただ、これに相当する職員を雇うということになると、２倍から３倍かかるというお話な

のです。ですから、今北海道が中心となってＨＡＲＰ構想というのを何かやっているのですが、

これがまたいろいろ北海道と直接ＬＡＮで結ばれて、いろいろ制度変わりますから、それが要

するに白老町にすぐつながりますから、送られてくると。それに合わせて職員がキーを押せば、

その制度が変わったとおり、例えばいろんな率変わったりしますよね。そういうのがあったり

するのですが、全道的にかかるものについては、今北海道が中心となってやっている部分があ

るのですが、今庁内ではほとんど、このコンピュータ関係に接続といいますか、ＬＡＮされて

やっています。これは、私がお伺いしたところでは、今の経費の何倍はいくでしょうと。これ

でもかなり安く抑えているのだということをまず理解していただきたいということを私も言

われましたので、なかなか専門的になっていくと私も余り理解できないのですが、私の方では

そういう説明を受けております。  

 以上です。  

〇委員長（吉田和子君） 質問者の内容をもうちょっときちっと把握して答弁をしていただき

たいというように思います。質問者も２回目にちょっと違っていれば、その点をきちっと言っ
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て質問していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  

 ６番、土屋かづよ委員。  

〇６番（土屋かづよ君） 113ページのその他一般管理経費の中の、次の115ページになります

が、17番の庁舎改修事業とあります。その中で庁舎バリアフリー化推進工事というのがありま

すけれども、どの部分を改修されるのでしょうか、ちょっとそれをお聞きしたいと思います。 

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） 庁舎の改修工事ですけれども、バリアフリー化推進工事という内

容ですけれども、これは庁舎の２階のトイレの洋式化です。  

 以上です。  

〇委員長（吉田和子君） ６番、土屋委員。  

〇６番（土屋かづよ君） ６番、土屋です。総合計画の中に、きのうも傍聴に見えていた方で

車いすの方が見えていましたけれども、将来的にわたって昇降機を取りつけるという計画が出

ているのですけれども、具体的にそれはいつごろになるかという予定は立っていないのでしょ

うか。  

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） 先ほどのご質問もちょっと含まれますけれども、２階のトイレと

いう話と、それから今のご質問の昇降機という話も、実は議会改革の一環ということで議会の

方からも要望を受けている項目でございます。今回全体的な予算の関係もございまして、２階

のトイレの洋式化ということを工事で上げましたけれども、昇降機につきましては経費が多額

にかかるというようなことで、今ここでいつごろということはちょっと明言はできませんけれ

ども、次回の工事といいますか、そういう中では検討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） ９番、吉田委員。  

〇９番（吉田正利君） ９番、吉田です。105ページ並びに106ページの委託料の中で保守点検

委託料について質問いたします。保守点検委託料全般にかかわる問題なのですが、これらにつ

いて、毎年大体同じような委託料を計上しております。ここで一つ、共通点として質問いたし

ますが、この委託料そのものは毎年固定された外部に対して委託しているのか、あるいは毎年

その都度予算編成を見積もりをとってしているのか、まずそれが第１点です。  

 それから、これは委託料の項目が多いわけでございますので、主要な部分だけ質問いたしま

す。電気設備、それから消防設備、それから非常放送設備、この３点で結構でございます。委

託料の契約内容はどうなっているのか。この２点について質問いたします。  

〇委員長（吉田和子君） 後藤財政課参事。  

〇財政課参事（後藤光雄君） ただいまのご質問ですが、保守点検の関係なのですが、毎年同

じ業者なのか、それとも見積もり合わせあるいは入札によるのかと、こういうご質問が第１点

だと思いますが、その次の質問にも関係しますが、特殊な場合がございますので、必ずしも入

札及び見積もり合わせというふうな形にならない場合もございます。必要に応じて同じ業者と

契約するといったようなこともございます。例えばですが、先ほどもちょっとコンピュータの
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関係がございましたが、システムであるとかメーカーであるとか、そういった関係で必ずしも

条件が一緒にならないといったようなこともございますので、同じ会社と継続して契約すると

いうふうな場合がございます。  

 それから、２点目の電気設備保安点検業務についてですが、これらはいわゆる電気保安協会

あるいは地元に電気保安業務をなさっている方がございますので、そういう方々と見積もり合

わせの上、契約してございます。  

 それから、消防設備、非常放送設備ですか、それらにつきましても先ほどの電気設備の保守

点検と同様に、その年、その年の契約をしてございます。  

 以上です。  

〇委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。  

〇９番（吉田正利君） 毎年個々に契約するとなると、金額も相当変わってきていいはずなの

ですが、昨年の契約内容を見ても金額が余り変わっていないということは、大体それらしい金

額で契約していくという判断なのでしょうか。  

 それと、消防用設備、それから非常放送設備と、この二つについて、同一項目で見積もって

ありますが、これが内容違うのでないかと思うのですが、これについて一つお答えいただきた

いと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 後藤財政課参事。  

〇財政課参事（後藤光雄君） １点目の毎年同じ金額でというふうなことでございますが、基

本的に保守をしようとする作業の内容がほぼ毎年同じというふうなことがございますので、専

らこれは機材費というよりも人件費というふうなことがございますので、それほど大きな金額

の差はございません。これは、先ほども申し上げましたように、参考見積もりをとりまして、

その上で最終的には見積もり合わせを行うわけですけれども、結果としてですけれども、毎年

ほぼ同じ内容とほぼ同じ金額というふうなことでございます。  

 それから、消防用設備と非常放送設備の保守点検の関係ですが、契約そのものにつきまして

は分けてございます。予算の計上の方法として一つの項目だと、こういうふうにご理解いただ

きたいと思います。  

 以上です。  

〇委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。  

〇９番（吉田正利君） 最後に、後でまた質問いたしますが、白老町内の全設備、これらの課

題というのは大体、「いきいき４・６」もそうですし、コミュニティセンターもそうなのです

が、すべて同じ項目出てきております。これらの全設備については、同一部署で管理されてい

るのか、あるいは別々でやっているのか、説明願います。  

〇委員長（吉田和子君） 後藤財政課参事。  

〇財政課参事（後藤光雄君） 各施設ごとにそれぞれ予算計上されているけれども、一括で管

理されているのか、それとも個別かというふうなご質問ですが、それぞれ管理する担当部署が

違いますので、それぞれの担当する施設管理者が管理してございます。一括ではやってござい
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ません。  

 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。109ページの行革の推進委員会のことなのですけれ

ども、予算が３回分しかとっていないのです。私は、今民間行革がどれぐらいの会議をやって、

きちっとそういうところの議論を行うということは、町にとっては極めて大切だと。実は、私

は民間行革の議事録全部読ませていただきました。極めて活発な議論で、なおかつ内容につき

ましても、ほかの審議会等々とは全く違う、極めて町に関係ある中身で議論されているという

ふうに、相当長い間、十数回の議事録読ませていただいていますけれども、そういうレベルの

高い審議がされております。これを見ますと、例えば外部評価委員会10回見ているのです。こ

れは、多いとか少ないとかと言っているのではなくて、私は今民間の声をどうやって聞いて、

どういうふうに白老町の行政に反映するかということは、極めて大切だと思っているのです。

一体３回ぐらいで何ができるのかというふうに思うのです。そういうものがきちっと、民間の

意見が事務局でいろいろしないできちっと町に反映されるような、そういう仕組みが私は今必

要だと思うのですけれども、そのことを含めて、なぜ３回なのか、行革についてはそういうこ

とが必要ないのかどうか、そこら辺について質問をしたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 吉田行政改革推進室長。  

〇行政改革推進室長（吉田 稔君） 行革の委員会の回数ということですが、昨年度において

も当初の段階では４回程度見て、その後９月の補正の中で、また同じような回数の補正をやっ

てございます。今回の３回という中において考えたのは、上期が今年度で終わりということが

まず一つと、現在の中で来年度から後期の計画を今組み込んでいます。そういったことで、当

然上期の減少と後期の計画立案、それらの計画自身を持ってきた場合に、少なくともこれは黙

っていても２回になるわけですし、あと中間の回数については当面後期計画も含めてなのです

が、プラス１回程度見ていて、足りなければ再度補正のような形では持っていきたいなと、そ

のようには思っているのですが、ただ前年度の予算においても同等程度の当初の回数でしたの

で、そのような見方で今計上いたしております。これについてまた、回数的に不足が生じるよ

うなことであれば、補正の中で回数をふやしていきたいなと、このように思ってございます。 

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。私が思っているのは、行政改革の民間行革をどうい

うふうに町として位置づけているのかという問題だと思うのです。もちろん補正でやれば間に

合うということは私もよくわかります。ただ、行革の果たす役割をどういうふうに理解をして、

それが回数の多い、少ないということだけではなくて、果たす役割が必要であれば、私はどん

どん開くべき中身のものだと思うのです。３回というと、これは例えば普通の審議会だって３

回ぐらいやるのです。今私行革というのは、役場の審議会の中では最も大切な審議会だという

ふうに思っているのです。それが例えば評価をし、方針を出すということなのだけれども、今

回の中で、それではこの３回で行政改革、民間行革は一体何をするのでしょうか。僕は、やっ
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ぱりここできちっと議論をしてもらって、今の役場の機構改革から何から含めて、きちっとそ

の中で検証するというようなことはやられないのですか。それは、行革は一切関係なく、町の

側だけでやっていくということなの。そこら辺はどうですか。  

〇委員長（吉田和子君） 吉田行政改革推進室長。  

〇行政改革推進室長（吉田 稔君） 回数は別にして、現在の第４次行革というのとは、14年

度に大綱がまずできてございます。それの年度というのは、上期３年、下期３年ということで

６カ年の計画になってございますので、基本的な計画推進というものの計画理論の中ではでき

上がっている。あと、その年度によっては多少のやはり入り繰りのものというのは当然出てく

るでしょうし、それらのものも現在の後期の計画の中にも新たな項目というものを組みながら、

それらのものを推進していく予定してございます、今の中では。基本的には、第４次行政改革

の推進ということを現在の中では考えてございます。  

 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。それはわかっているのです、僕言っているのは。そ

れで十分町が対応できるのかということを聞いているのです。大切なのは何かといったら、や

ればいいということではないのです。今行革、最も役割を果たさなくてはいけないのだから、

町の、例えば違う方向、違う方針出したときに、行革には全くそういうことは相談しないでや

っていらっしゃるのですか。私が思うのは、例えばそういうことも含めて、行革が理解をし、

行政改革の中で、では民間の行革としてはこういうふうに考えるというのは、意見なんかを具

申していただいて、そしてそれを町の行政の中に生かしていくというようなことではやらない

のですか。私が言っているのは、そういうことがきちっとされていかなくてはいけないのでな

いかということを言っているのです、民間行革を生かすという意味は。そういうことがされな

いと、日常的にそういうふうにされていかないといけないのでないのと。方針出したら、それ

でオーケー、終わりと。あとは検証するだけですよと、そういう形での民間行革の役割ですか

ということを聞いているのです。  

〇委員長（吉田和子君） ３回目ですので、もうちょっと内容をきちっと答弁していただきた

いと思います。  

 吉田行政改革推進室長。  

〇行政改革推進室長（吉田 稔君） 大渕委員のおっしゃることもよくわかります、確かに。

ただ、行革の中においては、基本的なことはやはり大綱だと思っていますし、それらのものの

中で、あと新たなものが出てきた中では、それは当然行革委員会と、また私どもの方で押さえ

ているものがあれば報告し、またそれらのものについての行革委員会の意見ももらい、町の方

にも当然それらの必要があれば答申もしというようなことで、行革委員会の中でもそれらのも

のを検証し、検討しというようなことで進めてはございます。ただ、現在の大綱にあるもの、

イコールでは私はないと思っていますし、そのものが当然変化することもふえていくのも考え

られますし、それらのものは柔軟に対応していっているつもりではございます。それらのもの
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も、回数含めて、必要が生じればふえることもあり得ると。ただ、基本的には現在の中で当面

考えられる回数というような判断の中で設定をしてございます。  

 以上でございます。  

〇委員長（吉田和子君） 三國谷助役。  

〇助役（三國谷公一君） 行革の役割は、大渕委員、先ほどからおっしゃっているとおりだと

いうふうに思っております。そういう中で、決してこの行政改革、行政サイドから物を見て、

また進めていくということではなくて、広く町民の皆さんの考え、視点を入れながら行政改革

を進めていくという基本姿勢でおります。そういう中で、今組織の話もございましたけれども、

これは今回の組織機構の見直しも当然行革の大綱、それから行革委員会の中でいろいろ議論す

る中で、やはり横断的な、そして機動的な組織にするということでは、大課制の問題ですとか

グループ制の問題も当然行革の委員さんの中、また意見ですとか議論を進めた中でこういう方

法も取り入れているということでございます。回数につきましても、３回ではなかなか議論す

る中身として十分なものになるのかというご心配だというふうに思っております。そういうこ

とで、先ほどから室長申し上げておりますが、なかなか３回では、今回は前期３年間の検証も

ありますし、また後期に向けての今後の取り組みのあり方も検討しなければならないというこ

とでは、当然３回では足りないかなというふうに私ども思っております。そういうことで、前

段協議を進める中で当然足りなくなってくる部分につきましては、補正で対応させていただく

ような形にさせていただきたいというふうに思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

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。再度委託料について聞きたいのですが、105ページ

です。施設管理委託料の中に清掃業務委託料とワックス清掃業務委託料という、これがありま

すけれども、普通は一般的に掃除をしてからワックスをかけるのでないかと。これ別々な業者

が多分やっているのでないかと思うのですが、例えば一つの業者がやって、この経費を抑える

ことができないかということについて質問します。  

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） この項目で業務の委託料出していますけれども、ご質問の清掃業

務委託料は日常庁舎の清掃をするという業務委託料で、これは振興公社の方にお願いしている

部分です。延べといいますか、４人ほどをお願いしまして、庁舎の清掃をお願いしていると、

日常。それから、ワックスの清掃業務委託料は、これはタイルのワックスということで年２回

業者にお願いしてやっていただいていると。業務内容が違うと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） 暫時休憩をいたします。  

          休憩 午前１１時０８分  

                                         

          再開 午前１１時２０分  

〇委員長（吉田和子君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  
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 １のくくりの方で質疑のございます方、いらっしゃいますか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） では、次に進みます。  

 ２、114ページ、２目姉妹都市費から122ページ、８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。117ページ、一番上の方にあります13委託料のうち

の事務事業委託料のことですけれども、そこに職員の健康診断あるいは総合健診等があります

けれども、これ例年出てくるのですが、いわゆる病院は全くのフリーなのか、札幌行ってもい

いよ、苫小牧行ってもいいよというふうにフリーなのかということが１点。  

 二つ目は、総合健診（新人間ドック）とあります。この新人間ドックという中身は、今まで

の人間ドックとどう違うのか、その２点について。  

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）  職員の健康診断ですけれども、記載のとおり、一番上の定期健康

診断、これについては40歳未満ということで決めています。  

 それと、ご質問のありました総合健診につきましては、40歳以上が毎年ということでやって

おりまして、ご質問そのものでいきますと、３カ所指定してございますけれども、その３カ所

を選ぶのは各人のフリーでということでやっています。  

 それから、名称の新人間ドックの新ということですが、ちょっと年度まで押さえていません

ですけれども、従前定期健康診査という事業所で行うものと、それから共済組合で人間ドック

ということで、これは希望者がやっておりました。年度確かではないですけれども、９年か10

年だと思いますけれども、共済組合でやっている人間ドックと、それから事業所で行う職員、

従業員の健康診断をあわせまして、制度的には先ほど言いました40歳以上が毎年人間ドックを

受けれるような形になりました。その仕組みをただ新というふうにつけているので、内容的に

は新しい人間ドックということではないです。  

 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） 10番、宗像です。３カ所指定しているというのですが、白老の町立は

どうですか。  

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） 先ほど言いましたとおり、総合健診という制度ができたときに、

各自治体で３カ所病院をといいますか、施設を指定できるということになりました。当時、先

ほど言いましたとおり各人が共済組合に申し込みまして施設を指定して行くということでや

っておりまして、当時その利用している施設を全部利用者数を確認しまして、多い施設という

ことで３カ所指定しました。その中に、３カ所は白老の町立病院、それと苫小牧の保健センタ

ー、それと札幌の循環器クリニックということで３カ所している。これは、当然地元と、それ
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から苫小牧と札幌ということで、札幌も１カ所ということで、地区別も含めて３カ所指定させ

ていただきました。  

 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） 10番、宗像です。その３カ所の中に白老の町立も多分入っているだろ

うということ想定しながら聞いていたわけですけれども、ですからその流れできているのです

けれども、極端に言うと、このドックなりすべての健診受ける人100％白老の町立に入ってい

ったとしたら、かなり町立病院の改革にもつながるというふうに私思うわけです。ところが、

現実には、今パーセント聞かなくてもいいですけれども、ここ何％と分散していると思うので

す。それで、これ病院にも関係してくるわけですけれども、どうして白老の町立に100％来な

いのか、こういうところが悪いのだ、こういうことが悪いのだというのが多分出てくると思う

のです。その出てきたものについて、やっぱり改善していかなければならないだろうというふ

うに私はそう思うのです。ですから、極端な数字で申しわけないけれども、この職員の定期健

診等が100％来ない、その原因を分析し、そして病院の改革をやっていくという、そういう考

えについては事務長あるいは理事者についてはどういうお考えがあるの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） ただいまのご質問、大体毎年予算審査特別委員会の方で質問され

ている項目でございます。従前と同じような答えになりますけれども、先ほど言いましたとお

り、共済組合でやったときから、各個人で施設を選んだときから、それから３カ所に指定した

というときも含めて、各人がやはり今まで行っていた施設に行くというのが、過去のデータも

残っておりまして、そういうことで選択しているのかなというふうに思います。  

 町立病院の話なのですが、今の時点で受け入れ態勢が毎週水曜日３名が限界というようなこ

とで受け入れをやっておりますので、なかなか全員が水曜日にということと、それから受け入

れ人数のこともございまして、なかなか全員が町立病院に行けないというようなこともござい

まして、毎年同じような答えになるのですけれども、自分の過去のデータがあるという病院を

選択するということと、受け入れ態勢の問題がちょっとあるのかなというふうに思っておりま

す。  

〇委員長（吉田和子君） 須貝病院事務長。  

〇病院事務長（須貝 貢君）  病院としては、やはり今総務課長からお答えしましたように、

毎週水曜日、診療の合間を縫いながら人間ドックを受け入れているという実態で、別に健診専

門の部署がつくれればいいのですけれども、一般の患者さんと同じ中で実施しているというこ

とで３人程度の受け入れで実施させていただいているという関係で、すべての方が希望の日に

受けられるというのはちょっと難しいな、このような認識でおります。  

〇委員長（吉田和子君） 13番、斎藤委員。  

〇13番（斎藤征信君） 13番、斎藤です。２点伺いたいと思うのですが、一番最初の姉妹都市
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交流の中でつがる市歴史にふれる旅……  

〇委員長（吉田和子君） ページ数を言ってください。  

〇13番（斎藤征信君） 115ページです。つがる市歴史にふれる旅と、つがる市の名前が出て

きたのですけれども、相手側としても提携するまでにいろいろな準備やら何やらがあるだろう

と思いますので、時間かかるだろうと思うのですが、今どのような日程の見込みになっている

のか、どういう思いでいるのか、そのあたりを一つ伺っておきたいということと、もう一つは

121ページ、町有林の問題、以前の台風の被害で相当な被害を受けていた。それらについて、

どういうような今状況になっているのか、その修復の状況、町からどれだけの経費なんかがか

かっているのか、そのあたり教えていただければと思うのですが。  

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、私の方から１点目のつがる市との関係についてお答え

申し上げます。  

 このたび第１回目の定例会開会に当たりまして、町長の方から行政報告申し上げてございま

すが、つがる市が２月の11日、新しいまちとして誕生したところでございますが、その前の合

併協議会の段階で白老町と引き続き姉妹都市の提携をしたいということが合併協議会の中で

きちっと協議されてございまして、新市つがる市になった場合においても、姉妹都市という部

分は提携していきたいと、こういう考えが現在のつがる市にございます。その上で私どもが今

現在つがる市とのやりとりをしている中では、まだ執行体制が完全にできていないという状況

ございまして、たしか先週議会の方も初めてスタートした状況にございまして、まだ助役さん

も、それから教育長さんも決定していないという状況でございました。そういう中で、執行体

制がきちっと固まってから、白老町との姉妹都市に向けての準備に入っていきたいと、こうい

うお話でございます。さらに、予算関係もまだ暫定予算で、６月の議会できちっとした予算が

固まると、こういうことのお話も伺ってございますので、早くても６月以降に姉妹都市提携の

お話が出てくると、こういうことでのお話を伺ってございます。以前は５月ぐらいというお話

もあって、私どもいろいろ準備の方を進めた状況もあったところでございますが、現在一番新

しい情報をやりとりしている中では６月以降になるということでございますので、その辺また

近くなりまして、詳しいお話が出てきましたときは、また議会の方とも相談させていただきた

いと、こういう状況でございます。  

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） 昨年の台風の風倒木の処理の部分なのですが、これにつき

まして３月の補正予算で計上しておりまして、それで飛生の町有林、防風林ですね、そこの部

分と、それから桜ケ丘運動公園の部分と、そこで風倒木の処理をしております。それで、竹浦

の防風林については、先週ですべて風倒木の処理を終わっています。それで、この事業は緊急

雇用の事業でやらさせていただいております。それで、たしか約1,000万円の人件費をかけま

して、それでそこの処理を行っております。  

 以上です。  
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〇委員長（吉田和子君） 13番、斎藤委員。  

〇13番（斎藤征信君） まず、１点目の姉妹都市の件なのですけれども、森田村と白老とのつ

ながりというのは過去、人の関係でつながったというふうに、それは覚えてはいるのですが、

相手がつがる市となった場合に、やはり姉妹都市提携というのは何らかの縁故があってつなが

るというのが大体普通なのですけれども、つがる市となった場合に、その縁というのがかなり

薄くもなるわけで、では何を目的に姉妹都市提携をするのかと。今まで流れがあったから続く

のではなくて、何を目的に姉妹都市提携というのをしていくのかと。一つ言えば、森田村とつ

ながって、いろいろな人的な交流もあったけれども、産業的にも相当の貢献もあったというこ

となのだけれども、そういう産業振興という形でこれを考えるべきなのか。そうだとすれば、

また別な選択肢というのも出てくるのではないのかなという気もするわけです。その辺をどこ

に置いて相手を考えなければならないのか。こう変わっていくときに、やっぱりその辺考える

余地ができてくるのではないかと、検討するに値するようなものが出てこないのかどうなのか、

そのあたりどういうふうにとらえているのかお聞きしたいということが一つです。  

 それから、台風被害のことで大体わかりましたけれども、あちこち歩いていると、いまだに

倒れている木なんていうのが随分目に映るのですけれども、町有林関係は全部終わったという

ふうに、ということではないですよね。特にしなければならない、目に見える部分が終わった

ということですよね。では、あとの部分のものは、そのまま朽ち果てるまでほうっておくのか、

それがずっとあと年数をかけながら処理をしていくものなのか。それから、もう一つ、1,000

万円かかったと言うけれども、これは国からの援助、道からの援助というものがないのかどう

なのか、そのあたりいかがなものでしょうか。  

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） １点目のつがる市との交流でございますが、まず基本的なところ

の一つとしましては、合併協議会の中でそれぞれ姉妹都市をどうしようかという協議がされて、

これは引き続き白老町と姉妹都市の交流は続けましょうということがはっきり位置づけされ

ているということがまず１点ございます。ですから、森田村が白老町と交流してきたことは、

新しい市になっても、それは継続していきましょうということが協議会の中でしっかり位置づ

けされているということがございます。それを受けて新市になったわけでございますから、白

老町との新たな調印ということになってくるところでございますが、ご質問のあった今後の交

流をどうしていくかということだと思うのですが、今までの森田村との中では人的交流があっ

たり、それから経済面での交流というのは確かにございました。さらに、周辺町村、木造町か

ら車力村、柏村、稲垣村といった周辺が一つになって、規模も大きくなってございますから、

そういう点でも私どもとしましても、こういう経済交流、それから人的交流、特に子供たちが

歴史にふれる旅という中で森田村行っての体験というのが非常に財産になって帰ってきてい

ると、こういう実態もございますので、そういう部分のところをやはり大事にしていきたいな

というふうに考えてございます。ただ、今現在つがる市の方で今後の方向性、新たな執行体制

になった中で白老町とどういう交流していきたいかという部分の議論はまだこれから出ると
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思います。ですから、その辺のこともよく調整しながら、今申し上げた点を重点的に交流を深

めたい、こういうふうに考えております。  

 以上です。  

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） 台風被害の処理状況なのですが、それにつきましては防風

林、全部現地歩きまして、被害状況を確認して、要するに竹浦、飛生地区の防風林が一番被害

が大きいというところを選定しまして、全部で今回は約9.12ヘクタールの被害面積ということ

で、そういう中で被害の大きい、それからまた景観的に人の目につく部分と、そういう部分を

優先的に処理をしました。それで、この処理経費につきましては、緊急雇用の事業でやってい

ますので、100％国からの交付金で対応しております。  

 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） 簡単に。姉妹都市提携、６月以降に考えられる、そんなに遠い後のこ

とではないので、新しく結ばれたときに、新しい企画なんていうことがもうそろそろ考えられ

て、締結をしたときに、何か新しい企画なんかをするというようなことまで考えているのか、

まだそんなところまでいっていないのか、そのあたりはどんなふうにお考えでしょうか。  

 それから、台風被害については、民有林なんかでこの近くにある、そういうところでも相当

倒れているみたいですけれども、そういうところは持ち主に全部任せられるということで、町

とは一切関係がないというふうに考えなければならないものでしょうか。  

〇委員長（吉田和子君） 飴谷町長。  

〇町長（飴谷長藏君） 姉妹都市の関係なのですが、私は先般森田村の方にお伺いしまして、

閉村式に出席してきた、議長も同行していただいたのですが、森田村の方はぜひこのまま、つ

がる市になっても進めたいという実は意向がありました。ご承知のとおり、今森田村には鶏ふ

んを持っていっていただいております。ですから、私の方は、これが今度五つのまちが一緒に

なるわけですから、うちのまちはまだ鶏ふんが結構大量に余っておりますので、キャパが５倍

になるか４倍になるかわからないのですが、そういう意味で実は稲作に使っていただいている

のです。その米を白老でも販売していただきたいということです。向こうもそれなりに経済的

なメリットはあるだろうと。我々の方は当然あるわけです。前段は、人的交流、子供たちの交

流だとか、そういう部分は継続してやっているのですが、どちらのまちにもメリットはあると

私は判断しましたので、つがる市でぜひということであれば、白老も、こちらもお願いします

というご返事しております。また、新たな企画等については、先ほど企画課長の方から申し上

げましたが、６月以降ということになると思いますので、また担当者レベルから、そして我々

議会の方にも出てきた場合ご相談したいと思っております。  

 林務の関係については、担当課長の方からご説明します。  

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） 今斎藤委員の言われたとおり、各民有林の所有者が自分の
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責務でやると、処理するという形でございます。  

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。先ほど宗像委員が質問した病院の件なのですが、11

7ページ、人間ドックの件で病院側は水曜日に３人ぐらい診ますと。宗像委員が聞いたことは、

どういうふうに病院のシステムの中で、もし悪い点があれば病院の方で直すよと。そういう気

持ちはないのかということを聞いているのです。私も同感だからもう一回質問し直しているの

ですけれども、病院の大改革だと思うのです。やはり職員にしゃにむに町立病院に行けという

のではなくて、そんなことは当然言えませんけれども、３カ所自由に選んでいいのですよとい

うことなのですけれども、職員が町立病院に、パーセンテージが多くなっていくということは、

これはやはり町民の信頼にかかると。町民自体もそこへ行くようになるだろうと、こういうふ

うに思うのです。だから、その辺を、今病院はどうすべきかなと。例えば苫小牧の病院、札幌

の病院あるけれども、その病院に近いことをやれないのかなと。あるいは、それよりもっとい

いことをやれないのかなと。そうすることによって、病院に健診に行く人がふえるのではない

かということを先ほど言っているわけです。私も同感だから言っているのだけれども、病院側

で水曜日しかやらないよ、３人で手いっぱいなのだよと。そうしたら、診なくてもいいのだと

言わんばかりのことなのです、極端に言えば。それでいいのかなと僕は思う。もっとやっぱり

やる気になって、町の職員を一人でも多く健診するのだという意向になれないのかなと、こう

思うのだけれども、この辺についてはどういうふうに考えているか。これは、やっぱり今病院

が毎年一般会計から補助しているという実態。もちろん私自身も病院を改築するか新築するか

しないと、民間で新築した病院より行きづらいという面も考えているよ。考えているけれども、

今は今なりの病院のやり方で大改革していくということも必要でないかと。おおよそですけれ

ども、新築するといったら30億円もかかるよと、それだけお金はないのだと。だけれども、い

ずれはしなければならない。しかしながら、今は今ででき得るだけ赤字を少なくするような方

法を考えていかなければならない。例えば民間の病院に言わせれば、お客さんがいっぱいいる

わけでしょう。この庁舎内に500人もいるわけです。庁舎内だけでないけれども、役場の関係

が。その500人を何とか収容して、町立病院に来ていただいて、そして収益を上げていくとい

うのは、これは当たり前の話なのです。なぜそういうふうに考えないのかなというふうに思う

のだけれども、その辺についてお答えをいただきたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 須貝病院事務長。  

〇病院事務長（須貝 貢君） 予防事業なのですけれども、これについては３連携の中でも重

要な課題というふうになってございます。一般の健康診断については、ほとんど午後を対象に

やっているわけなのです。午後の部分では、相当数受け入れできているわけです。午前中とな

りますと、先ほど言いましたようにやはり一般診療と一緒にやるわけです。人間ドックについ

ては、検査関係については１名の検査技師、それとどうしてもレントゲン、バリウム関係が入

ってきて、それとセットになって午前中のドックが進められているという中でやっているわけ

です。先ほども申したように、一般の健康診査であれば午後ということで、これは午後に相当
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数対応しているという現状なのです。そういう上から、今の病院の機能として、我々も当然先

ほども言ったように連携の中で、この部分は大事な部分だというふうにはとらえて、内部でも

そういう相談はしてございます。  

 ただ、水曜日だけがいいのかどうかという部分で、水曜日しかできないのかという部分では、

もう少し検討して、間口を広げるということについては、これは考えなければならないなとい

う部分ではあるのですけれども、ただ１日のこなす人数というのはどうしてもぐあい悪い患者

さんの方が優先されると。例えば保健センターとか札幌の病院ですと、健診そのものを別にや

っているわけなのです。診療とは全く違うセクションで、違う器械を入れて、一般患者さんと

は混合しない形でやられているものですから、そういう部分でかなり、ある面では聞き取り、

診察するのも一般の患者さんと一緒だという部分では確かに苦情もある部分もあるのです。

我々は、健康で病人ではないのだという部分で、そういう専門の部屋で診察を受けたいという

こともよく言われるのですけれども、その辺については我々はしないということでなくて、そ

れは当然大事な課題だというふうには受けとめているのですが、現状の中ではそういう実態だ

ということをご理解いただきたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） ５番、玉井委員。  

〇５番（玉井昭一君） ちょっと理解できないのだけれども、言っている意味はわかるのです。

わかるのだけれども、しからばもし仮に町職員が町立病院を利用していただくにはどうすれば

いいのかという問題でしょう。それは、もちろん心の問題と、それから今札幌の病院や苫小牧

の病院並みのシステムの問題と、もちろん先生の問題もあるだろうし、それともう一つは収益

問題だ。この辺のバランスをどういうふうにとってやれば、皆さんに来ていただけるのか。そ

こら辺が一番ネックになっている。僕さっき言ったのは、やっぱり町立病院を町の職員も大し

た利用しないものが、町民に利用すれといっても、そんなむちゃなことにならないのだ。これ

根源なのです、やっぱり。僕はそう思う。だから、町立病院が、はっきり物言えば、敬語使わ

ないで言うけれども、赤字になる、赤字になると困っている状況なのに、果たしてそれに対し

て改革していないのでないかということになっていくと思うのだ、極端に言えば。一生懸命や

っているのはわかるのだけれども、今のような答弁だったらやる気ないとしか思われない。こ

うなってしまうのです、そういうふうに。水曜日、３人診たら、もう手いっぱいだ。バリウム

あってどうのこうのと言ったって、それだったら苫小牧や札幌へ行けば早くやってくれるのだ

ろうし、それ専門にやってくれる。そして、もちろん清潔にきちっとやってくれるというのは、

清潔なのだろうけれども、一概には言えないかもしれないけれども、そういう状況であれば、

やっぱりいつまでたっても町立に行かないのでないかと思うのだ。この辺をやっぱりしっかり

考えていかなければ、全体の改革というのも大事だけれども、やっぱり一つ一つそのセクショ

ンで改革していかなければならないのでないかと思うのだけれども、事務長、さっきから宗像

さん聞いているのも私聞いているのも同じような答えを言っているから、理事者の答えを聞き

たいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 飴谷町長。  
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〇町長（飴谷長藏君） 実はきのう、今までいた先生がちょっとまた転勤になります。それで、

また新しい先生いらっしゃるのですが、その送別会で病院のお医者さん、そして薬局から看護

師の方まで、皆さんとちょっとお話をする機会がございまして、その中で、玉井委員のおっし

ゃることもよくわかるのですが、まず施設と、それから全体の人員面で限界があるというのは、

まずご理解いただきたいと思います。きのうもお医者さんと看護師さんから出た話は、雨漏り

しているのだということなのです。まず、その辺です。苫小牧市立病院が今改築します。どっ

ちが新しいかといったら、もっと向こうの方が新しいのです。千歳もそうでした。そういう中

で白老町は今まできているということ、まずご理解していただきたいのです。ですから、私も

平成19年までにきちっと結論出すということを言いました。今ここで議論されても、なかなか

厳しい部分があるのかなと、私にとっては。ただ、いろいろ病院、そして特養も保育所もそう

ですが、行革の議論にのっております。本当に申しわけないのですが、私としては自分自身が

きちっと理解した上で方針を出したいと。そのためには、お医者さんともきのうもかなり議論

しました。ですから、本当にやるべき策をやり切ったのかと。お医者さんに言わせると、一番

の問題はアメニティーですよと。例えば今委員おっしゃるように、大きい病院と、うちは小さ

い病院ですから、診療科目の問題もあるでしょう。ここは外科だけですから、では例えば整形

外科だとかいろんな部分が、呼吸器とかいろいろ分かれているわけです。そういう部分と、う

ちのような病院とは、これはもう絶対比較にならないです、そういう診療部門では。ただ、逆

に専門医の措置を要するものを、例えばそういう連携をとって、一般的な疾病の患者を町立病

院で診るとか、いろいろあるわけです。特にこれから、前も代表質問の中でも言いましたが、

10年後の白老町の高齢化人口を考えた場合、いろんな部分で病院の必要性はなお出てくるので

はないかなと私は思っております。ですから、今の数字を語って、例えば方針どおりやるのか、

白老のまちというのは10年、20年あるわけですから、10年後、20年後を見据えて方針を出すと、

決断を下すのかということに、19年ぐらいまで時間がかかるという私は判断しております。確

かに委員、今おっしゃるとおりだと思います。おっしゃるとおりなのですが、職員も今頑張っ

ております。その辺もわかっていただきたいと。要するにふろも整備しました。ただ、後から

後から壁が崩れたり、ひどいのです。私も何回も見に行っています。そういう状況の中で、同

じ金を払って、どこを選択するのだといったら、これは町民も職員もわかると思います。そう

いう部分では、私も緊急の課題としてはいろいろ作業、検討を進めておりますので、その辺の

ところでご理解をいただきたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） ５番、玉井委員。  

〇５番（玉井昭一君） わかるのです。もちろん理解しているのだけれども、ただやはり人間

って言葉のあやというのがあって、私たちは一生懸命やっているのですと、そういう姿勢がや

っぱり一番大事なのです。だから、それはわかるのだ。だけれども、どうも３人しか診れない

のだとか、病院の今のシステムではちょっと健診は無理なのだとかと、やる気のない言葉にな

ってしまうと、どうも批判が出てくるのです。だから、そうではなくて、私たちは今の状況で

無理なのだけれども、一生懸命やっているのだよと、そういうような言葉に言いかえるのが大
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事でないかと、私はこう思っている。  

 もう一つ、さっきから何回も言っているように、やっぱり職員の方々に町立病院へ行っても

らう、そのニーズがふえることによって町民も行くのだよということ。これは、大事なことだ

から何回も言うのだけれども、この辺のことを皆さんが自覚していただきたいなと。僕は、し

ゃにむに行けとは言っていないけれども、そういうことなのだという理屈は、これははっきり

しているから、だからその辺を考えていただきたいな。答弁はいいです。  

〇委員長（吉田和子君） ２番、熊谷委員。  

〇２番（熊谷雅史君） 120ページ、車両管理費です。次ページの123ページの事務事業委託料、

公用車集中管理委託料、この中身は恐らく振興公社にお願いをしていると思うのですが、聞き

たいことはあの場所で本当にいいのかどうかということなのです。それは、まず問題点は、本

庁舎に来庁される町民の方で、やはり車が満杯のときに、どうもあの辺のところでちょろちょ

ろしているところを見受けるのです。それで、ロープを張って公用車と来庁者のところの仕切

りをされているのは理解できるのですが、やはり来庁される方はそれなりに用事があってお見

えになっているということです。それで、庁舎内の職員の対応も変わってきたと。非常にいい

ことなのに、車をとめる場所でつまずくということは、これはやっぱり白老町として、タウン

オフィスの意義としてちょっと違うのではないかと。それで、あそこで洗車もなさり、課員の

車の使い方で非常に利便性があるからあそこだとは思うのですが、工夫なり、あの場所を何と

かできないものかと。それに、余計なことかもしれませんが、町内会連合会の刈り払い機の貸

し出しのプレハブも建ってしまったという状況なのです。そうすると、とめれる台数がやっぱ

りつぶれているということ。この辺について、これ総務課管理だと思いますので、総務課長の

方からその辺の見解をお伺いしたい。  

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）  車両管理のことでということで、先にご質問の中で委託先、振興

公社というようなお話ありましたけれども、ここの部分の委託は高齢者事業団に委託している

と。事業団の方で公用車の集中管理をするということで、業務内容としては始業点検とか先ほ

ど言いました洗車とか、貸し出しをやっているというような状況です。  

 ご質問の趣旨は、駐車面積が少ないのでないのかということだと思いますけれども、公用車

の車庫に入っている部分、それから車庫に入れられない台数といいますか、そこについて公用

車の置き場所ですよというようなことで、先ほども言いましたようにロープで区切らせていた

だいております。駐車スペースが少ないということでは、当然のことながら職員は置かないと。

それから、商店街の方も役場の方に用のない場合は当然置かないようにというようなことでや

っておりますけれども、いかんせん総体数としては、会議とか何かあればちょっと少ないのか

なというふうには思います。今すぐ敷地面積をどうのこうのということもできませんし、振興

公社の建物をまたどこかへ移設ということも早急にはできませんけれども、今のスペースの中

で対応策を考えたいとは思いますけれども、今この場でこうします、ああしますと、すぐには

対応策が出てこないのですけれども、駐車の利用状況を確認して、あるいはこの運行集中管理
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している職員の方にもお願いして、そういうような車の整理といいますか、そこら辺をしてい

きたいなというふうに思います。  

 ちょっと答弁になっておらないと思いますけれども。  

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。今の答弁の中身というのが聞きたかった中身の本筋

なのです。お願いの中身というのは、トラロープを張っていて、そこから入れないよというこ

との対応が、従前から同僚議員から出ている役所仕事につながっていくのです。ということは、

あいていれば、そこにどうぞというような感覚を高齢者事業団の担当者にも、そういう気概を

お願いしてほしいなということなのです。やられていることについては、別にそこでやるなと

いうことを言っているわけではないのです。ただ、そういう状況がありますよと。ですから、

そういう気持ちを持ってほしいということなのです。ただ、そういうことも考えてほしいです。

移設を含めて、町民の利便性というのが第一ですから。それをお願いして、終わります。  

〇委員長（吉田和子君） 答弁はいいですか。  

〇２番（熊谷雅史君） いいです。  

〇委員長（吉田和子君） では、ここで昼食の休憩をいたします。  

          休憩 午後 ０時０３分  

                                         

          再開 午後 １時００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。  

 質疑区切りページの２のところで質疑のございます方、まだありますか。  

 18番、加藤委員。  

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤ですが、118ページ、７目の財産管理費の中でペイオフの

件でちょいちょい聞いておるのですけれども、これについて確認してみたいと思うのですが、

ペイオフ、４月１日から全面解禁になるということで、各自治体いろいろ対策を講じておりま

す。それで、白老町の場合、歳計現金の取り扱いと各種基金の取り扱いをどのようにペイオフ

に対して対応しておるのかということと、それから私初めてこういう言葉、最近聞くのですが、

決済用預金という口座、こういうものを今度つくられて、恐らくこれは利息が全然つかない口

座だと思うのだけれども、これは恐らくペイオフの対象にならないという口座だろうと思うの

ですけれども、そのあたりお聞かせ願いたいと思うのです。  

〇委員長（吉田和子君） 三國谷助役。  

〇助役（三國谷公一君） ペイオフの関係でございますけれども、まず歳計現金と各種基金の

関係ですけれども、基本的には歳計現金につきましては、基金運用ということで、それぞれの

基金につきましては工業団地の会計でありますとか臨海部の関係でありますとか病院であり

ますとか、それから国保会計、下水道関係等に基金の運用をするということで、要は銀行に預

けないで、基金の部分については各関係課の運用分に使うということですから、そういう形で

ペイオフ対策をさせていただいていると。  
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 それから、歳計現金につきましては、基本的には行政報告で申し上げておりますけれども、

相殺、要するにうちの方が借りている分ありますね、土地開発公社なんかもそうなのですが、

約５億円近い借金ございますから、そこに借り入れ先との相殺をするということを行っており

ます。それから、あとの一般的な歳計現金については、銀行の動向を見ながら、大体1,000万

円以内で預けるような形にします。  

 それから、決済性の預金の話になるのですけれども、決済性預金については、ご存じのとお

り無利息でございまして、今現在口座については収入役の口座というのが歳計現金分４機関４

口座ございますから、要するに決済性預金に、無利息の普通預金に全部切りかえていくと、現

在持っている口座の分については。ですから、そこで担保されるといいますか、安全性が確保

されるというような形になっております。そういう対策を講じると。ですから、基金について

は何度も申し上げますが、各会計間で運用する。決済性預金に切りかえると。定期預金につい

ては、借りている先との相殺関係で担保されるような形で定期預金は預ける先を決めていくと、

そういうような形で運用していくということにしております。  

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、加藤ですが、大体わかったのだけれども、普通預金と決済用預

金との違いは、もちろん普通預金はわずかでも利息つくのだけれども、決済預金はつかない。

普通の商売でいけば当座預金のようなものなのだけれども、私は別に銀行がつぶれるとか何か

という、そういう心配を別にしているわけではないのだけれども、やっぱり今ペイオフが４月

１日解禁ということになると、それの対応を万全を期しておいていただきたいなというような

気持ちがあるものだから、もう一度聞くのだけれども、決済預金と普通預金とのあれは、決済

預金の方を多く常時入れておくということですか。1,000万円以外のものは、決済用口座の方

へ入れておくと、こういう意味にとっていいのかどうか、それだけ。  

〇委員長（吉田和子君） 三國谷助役。  

〇助役（三國谷公一君） 基本的には、そのとおりでございます。普通預金の口座を決済性預

金に全部切りかえまして、そこに入れるという形。そのかわり利息がつかないということにな

るのです。基金運用ということでは、さっき言いましたように、定期預金を積む場合がありま

す。歳計現金が多くなってきて、この基金運用をする場合に、決済性預金ですと利息がつきま

せんので、この効率的な運用するという意味では定期預金も考えていますが、その場合につい

ては先ほど言ったように相殺、借りている分があるところに定期預金を積むと。そして、効率

的な公金運用を図っていきたいと、このように考えます。  

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） では、次へ進みます。  

 区切り３、122ページ、９目企画調整費から132ページ、17目諸費まで質疑のございます方、

どうぞ。  

〇委員長（吉田和子君） ７番、西田委員。  
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〇７番（西田祐子君） ７番、西田です。131ページの町内会のそこのところをお願いしたい

と思います。町内会活動育成助成のところで町内会の運営費として結構上げられているのです

けれども、最近防犯体制のこととか、いろいろな観点から町内会の方々には活動というのです

か、していただくためにいろいろやってはいるのですけれども、実際に人口もだんだん減って

きたりとか、そこの地域によって、例えば町内会の人員がすごく少なかったり、またすごく多

かったりとか、いろいろあると思うのです。ずっと最近見てみまして、その町内会の方に町と

して、やはりこれから防犯のこととか、それから高齢者対策とか、いろいろな面から、もうち

ょっと広域的に、例えば連携を持つとか、それでなかったら町内会を一つにするとか、そうい

うようなことをお願いするというか、そういうことはできないものでしょうか、ちょっとお伺

いしてみたいのですけれども。  

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） 町内会の実態については、今西田委員がおっしゃったよう

に、いろいろご存じだと思いますけれども、町内会連合会を通していろんな町内会活動に対し

ての支援だとか、町内会と一緒にいろんな事業をやっているのは実態です。それで、今言った

ように、今全部で108の町内会がございます。それで、実態からいうと、数十戸の町内会から2

00ぐらいまでの町内会があります。そういった中で、結構大きい少ないはありますけれども、

それぞれの町内会で役員が一生懸命町内会活動しているということだと思います。そういう形

の中で、町連合も支援をしていると、こういうことでございますので、町連合もこれからはそ

ういう形で、いろんな形で支援をしていくというふうに思っております。  

          〔何事か呼ぶ者あり〕  

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）  今お話ししたように、小さい町内会もあるし、小さい町内

会ですと財政的に大変なところもある。大きいところは、裕福な町内会といいますか、そうい

うところを白老町が連携をとっていくということなのですか。  

〇委員長（吉田和子君） 機能としてできるのか、広域的に。  

〇生活環境課参事（久慈幸男君） 町内会は、小さい町内会も大きい町内会も歴史的な経緯が

ございまして、町から小さいところは統合しなさいとかということはなかなか言えませんが、

これについても町連合と事務局と協議しながら対応してまいりたいと、こう考えておりますの

で、ご理解して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。125ページのまちづくり条例の関係と127ページの行

政評価システムの関係でお尋ねをいたします。一つは、まちづくり条例の策定委員会ですか、

６人で構成するということになっているのですけれども、このことについては町民の意見を聞

くということは結構なのですけれども、ただ審議会、委員会全体的に言えることなのですけれ

ども、それが町民の意見をよく聞くということで議論が極めてされている審議会と、ほとんど

されていない審議会や委員会や、そういうもの全部ですけれども、そういうことが見受けられ
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るのです。今は、パブリックコメントがきちっと町から出されて、町民の要望というか政策的

意見を聞くという場もございます。それから、考え方によっては出前トークもございます。そ

ういう中で、この審議会、委員会のあり方を私はもう一度よく考えてみる必要があるのでない

かというふうに思うのです。否定をするものではなくて、どうしたら町民が協働のまちづくり

として参加できるかと。それは、審議会や委員会があることがそうなるというふうになるかど

うか。昨日も出ていましたように、メンバーがダブるというのはしようがないということなの

だけれども、同じ方が八つも七つも入っているというのは、やっぱりこれは僕はおかしいなと

思います、率直に申しまして、幾ら長であっても。そこの町には副会長さんもいれば、普通の

方もいらっしゃるわけですから、そういうところから選ぶというのだったら話はわかりますけ

れども、長だけが出てくるというのはやっぱりいかがなものかというふうに考えたときに、一

つは審議会のあり方の問題。  

 それから、まちづくり条例で言えば、これは条例なのです。そうすると、一定の専門性、た

だ意見や要望を言えばいいということではないと思うのです。一定の専門性が必要になります。

そうすると、逆に言えば出前トークで広く意見を聞く、パブリックコメントで政策的意見を上

げてもらう、そういうことで一定の期間を集約していくということはできないのかどうか。や

っぱりそういうことを含めて、委員会がどうしても必要だというふうになるのかどうか、これ

が２点目です。  

 それから、３点目に行政評価の委員会なのですけれども、わからなかったら結構ですけれど

も、行政評価をやるために、どれぐらいの人件費というか人数が必要なのか。大体でいいです。

それから、ペーパーがどれぐらい要るのか。私は、毎年やるのかどうかということを伺ってい

ないのだけれども、毎年やるとしたら、僕は２年に１回とか３年に１回ではだめなのかなと。

私が知っているのは、こんな膨大な資料で出てきて、この仕事をやったとかやらないとか、よ

かったとかよくないとかと、それは仕事をやるための仕事のような気がしてしようがないので

す。それを外部評価で10回やられるということなのだけれども、そういう評価が本当にまちの

活性化につながるのかどうか、私はちょっと疑問を持っているのですけれども、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） 岩城企画課長。  

〇企画課長（岩城達己君）  それでは、３点ご質問がございました。まず、１点目のまちづく

り条例の策定、委員会の考えでございます。今回予算の方に開催数と人数と入ってございます

が、これはあくまでも策定委員会という中で、その下部組織に実は部会をつくろうというふう

に考えてございます。そこで、町民部会があったり職員部会があったり、あるいは議会とのか

かわりの部会があったりというふうに、今その検討を進めているところなのですが、町民の声

も当然いろいろ、なぜ住民参加かというと、私どもの一番のメリットは、今住民が一体どうい

うことを考えて、どういうことを望んでいるかということを的確に押さえることができる。そ

れから、町民にとっては、何でこんなことが行政はできないのだろうかということが参加する

ことによって理解していただけるという、双方向でいいメリットがありますので、やはりこの
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策定においても策定委員会を設置して町民の参加をいただくと。そういう中で、まちの最上位

の条例になると思いますが、その条例をつくっていく上では、今回の策定委員会、こういうも

のは設けたい。さらに、専門というお話もございました。今回予算の中で計上してございます

が、やはり専門職という部分では、いろいろな大学の先生ですとか、やっぱり先進的にこうい

った展開をされているところからおいでいただく、あるいはアドバイスをいただくと。そうい

った中でも専門性を取り入れながら条例の策定に入っていきたいと、こう考えてございます。 

 それから、２点目の地域の声といいましょうか、やはりそれはたくさん吸い上げなければな

らないと思います。今確かにいろんな計画、パブリックコメントという期間を設けていますが、

そういうある程度できた時期でパブリックコメントという手法もございますが、総合計画もそ

うでしたが、地域に出向いていって、それぞれの地域で説明会を行いながら声を聞いていくと。

そういったことの手法もございましたので、今後この策定の手法としては、どのように町民の

声をいかに的確に押さえていくかという部分は検討していきたいというふうに考えてござい

ます。  

 それから、３点目の行政評価の部分でございます。人はということで、職員数であれば企画

課職員が２人、係長職と係職とついてございまして、また外部評価の委員さんの中では、公募

が２名と、それから町側からお願いしている方が５名、計７名で委員会を組織してございます。

それぞれ外部評価委員会で出た意見は、一度全部の課にフィードバックして、その点でどうし

ても聞き取りしなければならない場合は外部評価委員会に出席いただいて、そこで議論してい

ただくという部分の会議も行ってございます。  

 それから、ペーパーでございますが、確かに印刷されると結構な枚数になります。ただ、現

在パソコンが普及してございますので、それぞれの課においてはなるべくペーパー化しないで、

データベースで入れてございますので、ことし入ったデータが翌年の評価のときにはその部分

のどう変わったかをデータベース上の中で整理していくと、極力そういうふうにしてございま

す。議員さんなり町民の皆さんが見る形になるのはどうしても、インターネットでの公表もし

ていますが、ペーパーに印刷して、出張所ですとか、あるいは役場のロビーとかにどうしても

配置するという部分がございますので、そういう部分はどうしても印刷して、ペーパー化した

部分は出していくと、こういうような形で事業を進めているという状況でございます。  

〇委員長（吉田和子君） 毎年やっているかどうかというのと、２年に１遍ぐらいにできない

か。  

〇企画課長（岩城達己君）  開催でございますが、それぞれ評価の中では事前、事中、事後と

いう大きく三つのくくりで評価していってございます。特に外部評価の部分は、これ毎年実施

していかないと、やはり評価したからには、それを次の実行に移さなければならないと。２年

後、３年後でもいいということにやはりならないので、評価かけて、そのことが予算に反映さ

れるですとか、そういった部分につなげていきたいものですから、これは毎年実施していきま

す。それは、各課でも同様に、毎年この評価というものをやっていって、それをさらに自分た

ちのマスターベーションではなくて、外部評価という外から見たときの評価を加えていくと、
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こういう形で行ってございますので、ある程度何年か置きという考えでなくて、毎年そのこと

は次の予算に反映させる、あるいはすぐできることはすぐ実行に移すという視点で行動を起こ

していっていますので、これについては毎年実行していきたいと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。１点目のまちづくり条例の関係なのですけれども、

理解はできますし、策定委員会をつくるのがだめだというのではないのです。  

 ただ、問題はそこでどれだけの議論が積まれるかということなのです。ですから、先ほどか

ら言っていますように、例えば議事録見させていただいた範囲で、行革なんかはかなりな議論

になっているなというふうに私自身は感じております。読ませていただいた範囲です。少なく

とも20回ぐらいの分は読んでいますけれども。ただ、ほかのものが出てきたのを見ますと、ほ

とんどが、私が出ていた審議会もそうなのですけれども、町から提起されたものをいいか悪い

かと、何％上げたらいいかといったら、５％、10％、20％ありますよ。では、10％ぐらいがい

いのかなというような議論で、根拠の議論なんかなかなかできないというのが、私が出たとき

も含めて、議事録読ませていただいたものを含めてそうなのです。そういうやっぱり行革なん

かのような一定の、そこに携わったことが、長年ある人が入っているからそうなのかもしれな

いのだけれども、そういう効果がなければ、果たして策定委員会そのものがこの前の総合計画

と同じような形に、町民の方々が入ったから、それはやっぱり決めたことは議会でもなかなか、

おれらが決めたのにどうしてというふうになるとしたら、ちょっと違うのかなと思っているの

です。そこら辺、ちょっと考える範囲が必要ではないのかなと思っていますから、この６人の

メンバーというのはどういうところから選ばれるのかなというのが極めて関心を持っている

ということが１点です。そこで、どういう形で考えているか。  

 行政評価なのですけれども、これは１年間２人ずつずっと携わっているということではない

ですね。部分的ですね。１年間ずっと携わるということではないでしょう。要するに、もし物

すごい日数が職員の方２人でかかってこの評価をつくらなければできないのであれば、もっと

違う方法があるのではないかと思うのです。終わったことに対する評価で、もちろん今課長が

説明された中身でわかったのだけれども、次に生かすということは必要です。それは、とても

大切です。ただ、それをそれだけ膨大なお金をかけて、時間をかけてやらなくては、それがで

きないものなのかどうか。行政評価が全国的にずっとうたわれて、何かそういう形の中で取り

組まなかったらいけないような形になっている。僕は、何か管理職の皆さん方が努力をすると

いうことの中で、その評価というのは違った形で出せるのではないか、それだけの人件費や労

力を使ってやる必要が本当にあるのかどうか、そこら辺精査されたことがあるかどうか、この

点ちょっと聞いておきたいと思います。  

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） 策定委員の、どのようにメンバーを選ばれるかというところのお

話でございますが、今４月から５月にかけて、この辺の部分は今準備段階といいましょうか、

相当この辺は詰めていこうというふうに考えてございます。今事務局体制なりを整えた中で、



 36 

この辺のメンバーをどういうふうに位置づけるかは、十分その辺は議論していきたいというふ

うに思ってございますので、今現在こういう方ですという形は明確にはお話しできませんので、

その辺ご理解いただきたいと思います。  

 それから、２点目の評価の部分でございますが、この行政評価システム、制度ですけれども、

今どういう形で制度というのを確立しようかという部分で平成12年から立ち上げて、長い年月

かけて順番に事務事業評価、施策評価、政策評価というセットの中で取り組んできました。や

っと平成16年で経常費も含む全事務事業の評価をできる体制ができたというところでござい

ます。ですから、今までのように、今委員おっしゃるとおり、相当なボリュームというのは確

かにございましたが、この制度が平成16年度で一定の全事務事業を評価できる体制をつくりま

したので、今後においては今までのような相当なウエートを占めるということはなく、逆にデ

ータベース上に入っていっている部分での管理といいましょうか、執行部分ができますので、

そういう部分で今までとは評価にかかわる職員の相当なボリュームというかウエートを占め

る部分は大分軽減されてくるのではないかと。いかんせん見本といいましょうか、お手本にな

る事例というのはほとんどなくて、本当に自分たちで手探りでここまで制度というのを確立し

てきたという部分がございますので、どうしてもいろんな部分で検討、協議しなければ、ある

いは調査研究という部分で確かに職員の負担になった部分あると思います。ですけれども、こ

こまで確立できたという部分がございますので、17年度以降は、それを今度フルに回転してい

こうという形でおりますので、ご理解いただきたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。最後ですから、審議会のことで先に１点だけ。さっ

き言ったような視点で見たときに、審議会、委員会等々を今後統廃合を含めて、町民の意見を

聞かないという視点ではないですから、そうではなくて、違った方法があるのでないかという

意味で、要するに余り活発に議論されていない審議会、非常に俗な言葉で言うと隠れみののよ

うな審議会、そういうものを見直す考えないかということが一つ。  

 それと、今の外部評価の問題なのですけれども、問題は私はさっき課長おっしゃった中でマ

スターベーションになってはいけない。全くそのとおりだと思うのです。要するに自分たちが

やった仕事を自分たちで評価するわけですから、もちろん他部署です。だけれども、それがメ

リットとしてきちっとあらわれなかったら、これだけの人工数かけて、これだけのペーパーレ

スで仕事をやった意味は全くない。それが単なる、こんなにやっていますよということをあら

わすための、職員の皆さんがこんなに仕事をやっていますよとあらわすための行政評価なら全

く意味ないですよね。それが町民にどう還元されて、どう仕事が改善されて、どれだけのメリ

ットが上がったのかということがきちっとわかるようなことでないと、私は意味がないと。今

までかかったお金の何倍ものメリットがこの行政評価をやることによって出たよというよう

な方向にならないと、やっぱりマスターベーションなのです、私に言わせれば。ですから、そ

このところは数字にきちっと出るものか、そこのところはよくわからないのだけれども、例え

ば改善したことによってこういうふうになったと。それは、毎年そうなっていくのだよという



 37 

ような形になるものなのですか。最後ですけれども。  

〇委員長（吉田和子君） 三國谷助役。  

〇助役（三國谷公一君） 審議会のあり方につきまして、先に答弁させていただきます。  

 委員のご指摘はもっともだというふうに思うのですが、今各種委員会、審議会は附属機関と

いう部分と私的機関とございまして、ご存じのことだと思うのですが、附属機関につきまして

は、各法令、また条例等に基づいて設置しているものでございます。それが大半占めておりま

す。それで、臨時的に、例えば今回のまちづくり条例等をつくる場合に、町長の私的機関とし

て設置していると、こういう委員会、審議会に分かれます。そういう中で、確かに活発に議論

されている部分と、中身によるものですから、決して委員さんが悪いとか、そういうことでは

なくて、性格上やはりどうしても活発になる部分と、定例的にと言ったらおかしいですけれど

も、一つの法律に基づいてやっていく部分もあったりして、なかなかその辺のところは難しい

のですけれども、その中で要はこの附属機関と審議会、委員会、この中身の議論を深めるよう

な審議会の運営のあり方、こういうものをきちっとしていかなければならないのではないかと

いうのが１点であります。そして、私的機関につきましては、大渕委員言われるように、果た

して物事を組み立てていくときに、この一つの審議する場が必要なのかどうなのか。また、ど

ういう形で設置すればいいのかと、こういうあり方について、設置する場合にその辺を十分議

論して設置する必要がありますし、また審議会とあわせて町民の皆さんの声をどう吸い上げて、

審議会にも反映させて一つの物事をつくり上げていくか。こういう視点が大切だというふうに

思いますので、そういったことを視点に、今後審議会、それから委員会等の運営のあり方につ

いても十分検討しながら進めてまいりたいというふうに考えております。  

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）  行政評価の関係でございます。当然評価されて、その結果がアク

ションといいますか、行動に移らなければなりませんから、そのことがいかに町民に知らされ

ているかという部分で、いろんな広報紙ですとか、それから外部評価の結果を公表版という形

で新たに発行したり、そういう取り組みはしてございますが、もっともっと町民に広く理解し

てもらうというＰＲの手法はちょっと考えなければならないかなというふうに考えておりま

す。そういう中で、評価した部分をどう反映されているかというのを、たくさんの項目がある

ものですから、全部を言うと大変な時間数になってきますから、大きな視点だけで考えますと、

例えば今回各団体に対しての補助金の関係で、今まで当たり前のように補助、ちゃんと精査さ

れて補助金出しているのですけれども、執行部と同じように５％の削減を図ったと。これは、

外部評価委員会からも外郭団体であっても、きちっとその辺は自助努力して、みずからがやは

り自立していくのだと、そういう視点の考えに立っていただかなければならないと、そういう

部分でそういった形の実施をしてございます。そのほかに、緑化活動支援事業としましては、

高齢化が進んだ中で非常に大変だということもありまして、今回予算の反映ではトラックを購

入したりとか緑化推進活動の支援を行ったりと、そういったこともやってございますし、よく

道路事業なんかでもそうでございますが、以前交通事故が結構あったのですが、そこが改修さ
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れて道路幅が狭くなって、そういう部分が改善されてよくなったと。そういう部分での評価と

いうものも出てきております。ほかにもたくさん項目がございますけれども、歳出ばかりでは

なくて、歳入の部分でも評価委員会の方からやっぱり使用料、手数料という受益者負担の公平

性からその辺は検討すべきだと、こういうご意見もいただいた中で、今回議会の方にも上程し

てございますが、使用料、手数料の見直しという部分も位置づけされた一つでございます。今

後町民にわかりやすく、その辺をいかに改善されて実行に移っていったかと、その辺のＰＲは

今最大限インターネットあるいは広報紙等で通じて行ってございますが、いろんな地域に出向

いての方法もございますので、その辺のＰＲ等は今後も続けていきたいというふうに考えてお

ります。  

 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） 斎藤です。131ページの防犯灯に関して１点だけお伺いしておきたい

と思います。先ほども最近の町内会の中の治安の悪さ、そういうようなことから町民をどう守

るかという観点では、防犯灯もどんな状況になっているのかと。これは、しっかり押さえてお

かなければならないのでないかと思うのですが、今回10灯を新設すると、こういうことなので

すが、今いろいろもっと使ってほしいという要望というのはたくさん上がってきているのでは

ないかなというふうに思うのですけれども、大体その要望を満たすだけのことなのか。まだ大

分待ってもらっている部分があるのか、そのあたり教えてください。  

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） 防犯灯のことでございますが、毎年予算には大体10灯程度、

今回も75万円ぐらいの予算措置をしております。それで、要望につきましては、大体倍ぐらい

の要望がございます。そういった中で、限られた予算の中で10灯を設置していると、こういう

状況でございます。以前にもちょっとお話ししたと思うのですが、今現在町の防犯灯1,440灯

ほどございます。そのほかに、町内会の街路灯というものですが、これが1,700灯ぐらいござ

います。全部で3,300灯ぐらいあるという形の中で、その辺のすみ分けはきちっとしてござい

まして、要するに町の防犯灯につきましては不特定多数の人が通学だとか買い物だとか、そう

いう幹線道路を主体にして設置していると。こういうことで、きちっと色分けをした中で、限

られた予算の中で毎年10灯程度の予算をしていると、こういう状況でございますので、ご理解

いただきたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 13番、斎藤委員。  

〇13番（斎藤征信君） 斎藤です。毎年10灯ずつ計画的につくっていく。これは、予算上の関

係だとは思うのですけれども、これは必要数というのは役場の職員がずっと回って歩きながら、

ああ、こういうところに必要だとかというふうに、そういうふうに持ち上げてくるものなのか、

あるいは町内会だとか何かに全部任せておいて、町内会から要望が出てこなければやらないと

か、そのあたりがどうなっているのか。役場の責任として、こういう場所にこれだけ必要なの

だ、そのうちの予算上10灯立てているというのなら話はわかるのだけれども、要望を中心にし
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てやっているのか、必要数を中心にしてやっているのか、そのあたりどういうふうにとらえて

いるのでしょうか。  

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） 一つの設置基準ですが、主に今は町内会を通じての要望が

ございます。また、警察の方から、ここのところが防犯上よろしくないから設置してくれない

かというようなことも一つの基準にしてございます。また、防犯協会から要請があるという場

所についても、一つの設置の場所の候補として我々は考えております。そういう要望あって、

町の防犯協会の防犯員といいますか、地域推進員等も含めて設置場所を定めていると、こうい

うことになっております。  

〇委員長（吉田和子君） 13番、斎藤委員。  

〇13番（斎藤征信君） そうしますと、町内会やそういう各種団体からの要望を中心にという

ことになると、防犯協会なんかが、やはり防犯上どうしてもという形で、ここが欲しい、こう

やって必要数というのが出てくるのではないかと思うのですけれども、その中で基準、ここを

10灯にしようという基準というのは、これはどこでどういうふうな形で決めているのか、その

あたりだけ教えてください。  

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） 先ほど申し上げたとおり、一つは学生なんかの通学路だと

か駅周辺、それだとかバス停だとか住宅地への誘導路、幹線道路といいますか、そういうとこ

ろが、不特定多数の人が通行するよということを一つの基準として定めまして、先ほど言った

ように町の職員と、それから町の防犯協会の推進員と夜回りまして設置場所を定めていると、

こういう状況でございます。  

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） 次へ進みます。  

 区切り４、132ページ、２項徴税費、１目賦課徴収費から144ページ、６項１目監査委員費ま

で質疑のございます方、どうぞ。  

 10番、宗像委員。  

〇10番（宗像 脩君） 10番、宗像です。135ページの納税の関係についてお伺いしたいと思

います。税だけでなく、税等いろいろあるわけですけれども、最初は町民税、道民税にだけ絞

ってお伺いしたいと思いますが、大ざっぱな数字でいいのですけれども、町民税、道民税の口

座払いと窓口払いが多分、持ってきて払うというのもあるだろうと思うのですけれども、およ

そでいいですが、大体口座の方が何割でもいいですし、パーセントでもいいのですけれども、

どのくらいですか。  

 もう一つ、今度は期限まで納めない人がいるものですから、徴収に行かなければならない。

それは水道、下水道も全部含めて、これも１人、２人、およそでいいですけれども、徴収に歩

く人は大体何人くらいいらっしゃいますか。  
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 以上、２点お伺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） 15年度の徴税に占める組合の口座払いの内訳でございますけれど

も、全体の額からいくと22.8％程度になっております。  

          〔「口座が」と呼ぶ者あり〕  

〇税務課長（前田博之君）  いや、徴収率です。口座数ですか。  

          〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

〇税務課長（前田博之君） 失礼しました。口座の振替率ですね、件数でいくと１万268件の

うち納税組合で口座振替しているのが、率でいくと、戸数出ませんけれども、37.7％になって

います。  

 それと、徴収に歩く人、税務課だけの話でよろしいですか。  

          〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

〇税務課長（前田博之君） 税務課の職員は収納係が５名に、それに嘱託職員３名でやってい

ます。そのほかに年末とか特別徴収の期間になると、税務課の職員が挙げて徴収に歩くという

ような実態です。  

〇委員長（吉田和子君） 10番、宗像委員。  

〇10番（宗像 脩君） 口座払いはもともと多いと思ったが、少ないのでびっくりしているの

ですけれども、私は口座で払うとメリットがあるという、そういう方式をとったらどうかとい

うことを言いたいのです。例えば、これは税金でありませんけれども、ＮＨＫのテレビ聴取料

もまとめて１年分払うと何％安くなるという、そういうのありますよね、いろんなところでい

ろんなものが。例えば水道料は前もって１年分払うということは、これはできません。これは、

使った分ですから、そんなところまでは言わないのですけれども、町民税、道民税は年に何回

か分けて、１期、２期、３期と分けていますから、１年まとめれということではないのですけ

れども、その納期でいいのですけれども、口座払いをする人は、例えば窓口で払うよりも１％

安くする、２％安くするということをやってもいいのでないのか。その財源は、徴収員が何名

かいるわけですから、その人件費を100％ということになるわけでないと思いますけれども、

そういうことをすると口座払いがふえるのでないのかなと。口座払いがふえれば、事務も簡単

になりますし、人件費も削減になるのでないのかという、そういう発想でこの質問をしている

わけです。  

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）  制度的な問題だと思いますけれども、過去に、詳細はわかりませ

んけれども、納税組合の中で口座払いしたときに、口座の件数によって奨励金みたいなものを

出したこともあります。ただ、時代の流れで、制度的にそういうことが合わないということで、

納税組合に対する奨励金もなくなって、町内会が奨励をしようということで町内会の方に払う

ようになりましたけれども、今の質問の中で、これは私自身、税務課でもそういう話をしたこ

ともありますけれども、現状では税の公平性からいくとなじまないのかなと、こう思っており
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ます、そういう制度につきましては。  

〇委員長（吉田和子君） 10番、宗像委員。  

〇10番（宗像 脩君） 税だけに私は絞っているのではなくて、学校給食費だとか、それから

さっき言った水道やら下水道やら、いわゆる納めるもの、全体について言えると思うのですけ

れども、やっぱり口座で払う、払わないでもって仕事の量というのは相当変わってくると思う

のです。簡単になるし、間違いはないし、安全だし、しかも徴収員の人件費も多分減ってくる

という、そういうことから、うんと町民の方にＰＲをして、ぜひ口座払いをというＰＲ。そし

て、口座払いすると、こういうメリットがありますよと。そんなにたくさん、５％も10％も安

くすれというのでなくて、本当に徴収員の人件費に回しているような、その何分の１かでいい

のだけれども、それらを還元するという、そういう方策は町民税、道民税だけでなくて、ほか

の方にもできそうな気がするのですが、できませんか。  

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） 税以外の部分につきましても、これはそれぞれの担当の部署で考

え方あると思いますけれども、全体的には町としてどうかなという問題もありますし、こうい

う言い方がいいのかどうかわかりませんけれども、実態論として口座振替してくれる方は率先

して納税意識が高いのです。ですから、逆論で言えば、そういう人に奨励やるのだという議論

になるかわかりませんけれども、全体に税の公平性という原則からいけば、そういうことを積

極的に私たちは進めて、そして滞納者をより一件でもなくするような努力をするかという方法

がいいのかなと、こう思っております。  

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） 次へ進みます。  

 ３款民生費に入ります。５、146ページ、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費から156ペー

ジ、２目老人福祉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） 何点か質問させていただきます。  

 まず、151ページの介護保険事業特別会計繰出金、それと155ページ、老人保健特別会計繰出

金、それと157ページの特別養護老人ホーム事業特別会計繰出金なのですが、これについては

今まで何年かの経過を考えて、来年度のお話をさせていただきたいのですが、来年度はどのよ

うになるという想定をしていらっしゃるかどうか、そういうものがあれば、もし想定している

のであれば……こういうのはだめなのでしょうか。そういうのはだめですか。  

〇委員長（吉田和子君） 関連しているならいいけれども。  

〇４番（鈴木宏征君） 関連ありますよね。この事業というのはずっと続いていくので、来年

のことも考えて、ことしはどうなのかという、そういうことではだめですか。だめだったらや

めます。  

〇委員長（吉田和子君） 来年度のことを考えて、ことしこれでいいのかという意味ですか。 
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〇４番（鈴木宏征君） そうです。  

〇委員長（吉田和子君） 今年度これで、来年度そのままいくのかという方がいいのではない

ですか。  

〇４番（鈴木宏征君） そうしたら、それはやめます。  

〇委員長（吉田和子君） 今年度こういう計算で、引き続き来年度はそのまま継続していける

のかどうなのかという聞き方の方がいいのではないでしょうか。  

〇４番（鈴木宏征君） そうですか。ありがとうございます。  

〇委員長（吉田和子君） 何かあれですけれども、17年度から聞いていった方がいいのではな

いでしょうか。  

〇４番（鈴木宏征君） 今年度は、前年度に比べて、それぞれふえたり減ったりしています。

それで、来年度もこのような状況で進んでいくというふうに想定されているのかどうかという

ような聞き方の方がいいということですね。済みません、そういう聞き方にしたいと思います。

これは、これで一つお願いします。  

 財政改革プログラムの中の経常的事業の見直しという部分で、道、国の補助制度に町単独で

上乗せ、横出しのサービスを実施した事業については今後見直していくという、そういう項目

がございまして、このページでいきますと153ページ、敬老会の開催とか長寿祝金、それと155

ページの医療費の扶助の町老の部分については、今後どのように考えて、ことしは一応出てい

るということは今年度はプログラムの中でそういう見直しはされていないということで出さ

れていると思うのですが、来年度以降について計画がありましたら教えていただきたい。この

二つです。  

〇委員長（吉田和子君） 山口健康福祉課参事。  

〇健康福祉課参事（山口和雄君） 介護保険の特別会計の関係になりますが、来年度以降の見

通しですが、来年度以降については、今年度に計画の見直し作業がありまして、具体的にはそ

の中で論議するという形になりますが、通常のベースでいきますと６％から７％の伸びが出て

くるのでないかというふうに考えてございます。  

 以上です。  

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） 私の方は、老人保健会計の繰出金の関係の方をお話しし

たいと思いますが、しばしば私の方でお話ししております、いわゆる公費負担の割合が７割か

ら５割に変わりますというお話を何回かさせていただいてございます。この変わる時期が14年

の10月から18年の９月までと、５年間かけて変わっていくわけですが、したがいましていわゆ

る公費、基本的には町の負担分は18年の９月まで0.何％ずつ上がっていくという形になります。

最初といいましょうか、変わる以前は10分の0.5でしたが、最終的には12分の１という率に変

わっていくということでご理解いただきたいと思います。  

 それから、もう一つ、医療費扶助、155ページにございます町単独の医療費の関係でござい

ますが、これについては道老の方が平成20年３月をもって廃止という方向を出してございます。



 43 

町老は、それにのって今まで動いてきておりましたので、平成20年までに何らかの結論を出す

必要があるだろうという考え方をいたしてございます。  

 以上でございます。  

〇委員長（吉田和子君） 千石寿幸園長。  

〇寿幸園長（千石講平君） 私の方の繰出金の関係でございますけれども、減額という形にな

るわけなのですが、これまでも削減に努めてきたわけでございますけれども、17年度につきま

しては特に対前年約1,400万円の減額ということで、1,970万円ほどになってございます。その

大きな削減部分につきましては、人件費の関係が主でございます。正規職員の退職がありまし

たが、これの補充を臨時職員をもって充てたということで、現場にとりましては大変苦しい部

分がございますが、具体的に申し上げれば資格の関係と中身の質の関係等がございます。そう

いった介護の質を確保しながら何とか対応しようと、削減に努力したものでございます。ほか、

他の経費につきましても、どうしても伸びる部分がありますが、総じて減額を図ったことによ

るものであります。また、収入につきましても、ベッド稼働率、前年同様でございますが、介

護度の重い方、手のかかる方と言っては語弊がございますが、手厚い介護が必要な方でも可能

な限り受け入れるということでの単価アップを図ったということで、いずれにしても現場での

今まで以上の努力が求められるという中で、何とか職員と気持ちを一つにして一丸となって収

支の向上を図っていきたいということで計上させていただきました。17年度以降につきまして

も、可能な限り歳出の抑制と歳入の確保に努めて、まだまだ繰入金の削減は可能であると、そ

ういった姿勢で取り組んでまいりたいと思っております。  

 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） ご質問のございました敬老会事業あるいは長寿祝金の関係に

ついて、国、道等の横出し、上乗せという部分の事業には実はこれは該当しているものではご

ざいませんけれども、確かにプログラムの中では町の全くの単独事業であっても、いろいろ事

業効果の薄いもの等については、いろいろ廃止あるいは凍結、あるいは削減というような、そ

ういう考え方を示してございます。  

 そこで、今お話ございました敬老会と長寿祝金でございますけれども、当然そういった基本

的な考えの中で毎年度、毎年度事業効果を見ながらその検討を進めるというのは当然のことか

なというふうに思っておりますけれども、今私どもとしては特に敬老会の問題なんかについて

は、これまでも議会の中でもいろいろご意見あったことでございますし、私どもとしても、や

はりこの事業については国の敬老の日というのがあるとおり、これまでこの白老町を築き上げ

ていただいた長寿の方々に対しての、そういう尊敬の念という意味を含めて、何とかこれは継

続していきたいなと。これは、担当としてはそのように考えております。もちろん長寿祝金に

ついても同様の考え方をしてございますけれども、そこはやはりそれぞれの時々にいろんな財

政の厳しい状況等もございますから、場合によっては、今のこの事業にかわって展開しなけれ

ばだめな要素というのも場合によっては出てくるかもしれません。そういうところを見ながら、
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私どもとしてはこういう事業は継続していきたいなという基本的な考え方を持っております

けれども、その時々の状況に応じて新しいものに取り組まなければだめなときには、これらの

凍結なり削減なりということも当然出てくる可能性はあるのかなと、そんなふうに思ってござ

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） 介護の方については、大体わかりました。数字としては６％から７％

ぐらい繰出金が多くなるということで、了解しました。  

 それと、老人保健特別会計の繰出金なのですが、そういうことで町の負担が多くなるという

ことで、今年度財政課長の説明ですと2,261万4,000円ですか、前年度よりも繰出金が多くなっ

たという説明を受けましたけれども、今の考え方でいきますと、来年度は介護の方は６％から

７％ぐらいふえるというのですが、この部分の会計についてはどのぐらいふえるという予測は

立っていませんでしょうか。  

 あとはわかりました。それを１点だけ。  

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） 金額がどれくらいふえるかというお問い合わせだと思い

ますが、基本的には実績にのっとって算出するわけですが、まず老人会計は基本的には年齢が

75歳に移行していっている途中でございます。したがいまして、該当人員がふえるという要素

はないわけですが、今の傾向としては医療費単価が非常に上がってきている状況にございます。

今約95万円ぐらいの単価になるでしょうか。そういう中で、それぞれ保険者が５割、最終的に

はですね。要するに公の国、道、町の方が５割と最終的になるわけですから、１年間の推計で

すが、前に財政課長説明しました2,000万円から3,000万円の範囲ぐらいの、これはもうルール

で上がっていく形になりますけれども、そのぐらいの推計はできるのかなという、これもあく

までも今のところは推計ですけれども、そういう状況になるのかなというふうに理解してござ

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） 151ページのアイヌ民族記念広場整備事業についてなのですけれども、

これは長年懸案となっておりましたことが今年度予算化されましたけれども、どのような規模

で、どのような形を想定されてこういうような事業をされているのか教えていただきたいと思

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） 仮称でございますけれども、アイヌ民族記念広場のお話で

ございますが、面積は約2,400平米ございます。そこを、今ウタリ協会の白老支部が中心とな

って実行委員会組んで、全体730万円ぐらいの予算規模で整備しようかと考えているところで

ございまして、それでそこにアイヌ碑を建てると。この碑というのは、アイヌの人たちの先人

の苦労に対しての功績をあらわすと、こういう趣旨で建てるわけですが、その碑を建てて、あ

と全体を緑地にすると。それで、駐車場も一部つくると。そして、最終的にはアイヌの人たち



 45 

の先祖供養をそこでして、あとはしないときには町民の一般の公園広場という形で活用を図っ

ていくと、こういう一応予定になってございます。それで、管理につきましては、これはウタ

リ協会白老支部が全面的に管理をしていくと、こういう運びになっております。  

〇委員長（吉田和子君） ７番、西田委員。  

〇７番（西田祐子君） ここのところの敷地は、旧病院だったところの敷地だというふうに聞

いておりましたけれども、将来的にそこに高橋院長というのですか、お医者様の碑も一緒に建

てたいようなお話を聞いていたのですけれども、これは今いるアイヌの人たちのための広場な

のか、それともウタリ構想という中の一部ととらえて、やはりアイヌの記念碑として白老町に

こういう歴史があったのだと、こういう民族がいたのだ、こういうものがあったのだという形

のものにしていくのか、どちらなのでしょうか、その辺お聞かせください。  

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） 今委員がおっしゃいましたように、あの場所は故高橋房次

先生が病院を開業した場所でございまして、知っているとおりアイヌの人たちに献身的に医療

活動をしたという場所でございます。ですから、アイヌの人たちから言わせれば、やはり高橋

房次先生は正義だと思っているわけです。いろんな本にも載っておりますように、コタンのシ

ュバイツァーと言われていると。そういう先生が医療活動をした場所だと。そういうゆかりの

地に碑を建てたいと、こういうことでございます。そういう趣旨でその場所を選んだと。それ

と、もう一つは、白老コタンが浜の方にずっとあったのですけれども、大体中心地だと、こう

いうことであの場所に建てたいということでございます。  

 それで、今ちょっとお話ありましたように、先生の胸像も移転したいと、こういうお話もご

ざいまして、これについては今もう一度ウタリ協会と町と協議している最中でございまして、

それが実現するかどうか、その辺まだ流動的でございますが、協議している最中でございます

ので、ご理解いただきたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 19番、根本委員。  

〇19番（根本道明君） 今の高橋房次さんに関連なのですが、あの土地を求めた原点というの

は、まさに高橋房次先生の功績をたたえてあの土地を求めようやということが底辺にあったと

思うのです。ですから、何かアイヌの碑だけを建ててそれでいいのかなと、個人的にですけれ

ども、思うのです。というのは、あそこはゆかりの地だ、ゆかりの地だというけれども、高橋

房次さんが北海道に渡ってきて、あそこでもって北海道土人のための医療活動をやって、そし

てもちろん日本人も、それからアイヌ人もみんなそこでもって房次さんにお世話になったとい

うことなのですが、僕は高橋房次さんというのは、やはり白老町にとって非常に大事な人だと

思うのです。その人の銅像が教育委員会にあるのが悪いというわけではないですけれども、教

育委員会のあそこに今名誉町民として置かれていますけれども、日の当たるところというか、

ゆかりの地という、やはりあそこに置くのが一番ふさわしいのではないのかな。僕は、いろん

な銅像、各市町村の有名な方々の銅像をずっと見て歩いているわけなのですが、やはり町の歴

史に携わった人方の銅像というのは、いろんなまちに一つや二つあるわけなのです。そういう
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ふうな人方というのは、だれが行ってもすぐわかるような、またその土地にゆかりのあるよう

なところ、そういうようなところに設置されているわけなのです。だから、あそこに置くのが

僕は一番ふさわしいと思うのですけれども、そこら辺のことをこれからいろいろお話し合いが

あると思いますけれども、ぜひそういう声も上げていただいて、あそこら辺に設置してほしい

なと、このように考えるものですから、その見解についてもう一度。  

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） 今根本委員が言ったとおり、やはりあの場所はアイヌの人

たちから見れば、本当に聖地なのです。ですから、ウタリ協会からこの話あったときに、町長

ともお話ししたのですが、コミセンにあるあの胸像をぜひ移したいと。そして、自分たちの力

で管理していきたいというお話はございました。そういうことで、先ほども言いましたように、

まだ今流動的でございますので、今根本委員が言ったことについて、再度実行委員会と協議を

していきたいなと、検討したいなと、こう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。  

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） 次へいきます。  

 156ページ、３目身体障害者福祉費から168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。  

 ９番、吉田委員。  

〇９番（吉田正利君） ９番、吉田です。先ほどの質問にちょっと関連いたしますが、161ペ

ージ、委託料の保守点検委託料、この中の電気設備、消防設備、自家用発電装置並びに167ペ

ージ、生活館、児童館の保守点検委託の中の消防設備、それから北吉原ふれあいプラザの保守

点検の中の消防設備、これらに対する委託料の全体的な運び方について質問いたします。これ

らを総合しますと、見積もりの基準はアイミツでしょうか。それから、業者は前回質問いたし

ました総務課の方の取り扱い業者でしょうか。それから、この見積もり金額は昨年とどのよう

に変わっておりましょうか、質問いたします。  

 以上。  

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） センターの関係でございますので、私の方からご答弁申し上

げます。  

 全体に今ご質問ございましたそれぞれの業務の関係については、毎年見積もりをまずいただ

いているということでございます。見積もりにつきましては、私どもも今回、これはこの何年

かそうなのですが、ことしの17年度の予算においても業者の方にお話を申し上げて、町全体と

していろいろ、いわゆる経常経費の削減を行っているのだということで、その中で５％なり、

あるいは３％なりというような削減をしてほしい旨のお話を申し上げていただいている見積

もりということでございますので、その点ご理解いただきたいと思います。  
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 それから、業者の選定等につきましては、実はこの件について、昨年も吉田委員の方から、

関連するようなものがあれば一括発注することによっての削減効果というようなお話ござい

ました。これにつきましては、今年度、17年度の事業の関係につきましては、財政課が他の施

設、特に本庁舎がございますし、私どもの「いきいき４・６」あるいはコミセン関係もそうか

と思います。そういう中で、共通するような委託事業について、一括してやることによっての

削減効果も考えられるという、そういうことに取り組もうということで、今回財政課さんの方

で全体の調書の提出を求められております。したがいまして、これらの関係については、どう

しても単独でやらざるを得ない部分はもしかしたら中にあるのかもしれませんけれども、基本

的な考え方としては、全体として例えば同じ電気設備なら電気設備、いろいろ施設にあります

けれども、それを三つなら三つの施設、もっとあれば関係するところ全部になりますけれども、

そういうことで一括しての発注方法を現在検討しているということでご理解いただきたいな

というふうに思います。  

          〔「業者」と呼ぶ者あり〕  

〇健康福祉課長（三戸功二君） 失礼しました。業者は、私ども大体は見積もり合わせが主で

ございます。今お話ございましたものについては、すべて見積もり合わせでございます。この

中で出ている委託料の中で特殊なものにつきましては随意契約というものがございますけれ

ども、ただいまお話あったものにつきましては、すべて見積もり合わせでございます。見積も

り合わせというか、入札行為でやってございます。  

〇委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。  

〇９番（吉田正利君） 私は、同じ質問を２部署にしたのでございますが、基本的にはこれら

の委託料は非常に高いと思っているのです。専門的に分析しますと、高いです。それで、どの

ような方法でこれを低減するかというと、やはりトータルメリットを出さなければ下がらない

だろうと。概算でございますが、前年度の予算をチェックいたしますと、消防設備だけで五百

数十万かかっているのです。町内全体のこれらの施設を総合いたしますと。今言ったような電

気設備その他のボイラー含めまして、すべての費用というのは、これは相当数大きなものなの

です。  

 それで、私はもしこのような感覚でこれらを予算化しているとすれば大きな間違いだなと思

って質問しているのです。一つは、アイミツであっても、そのアイミツが正当性があるのかど

うかをだれが査定していらっしゃるかという問題なのです。そして、これらは一回入札あるい

は決定されますと、意外とこの委託料というのは、毎年同じ感覚で発注されるわけです。金額

は小さいかもしれませんけれども、定例的に発注されるということは非常に大きな要因がある

わけです。そういうふうなことで、ぜひこの問題については、役所全体でこれだけの施設があ

るわけですから、電気設備、消防設備、その他ボイラー設備、すべての設備において１カ所で

統括してトータル発注かけなければメリットは出ないと思うのです。先ほど質問いたしました

ら各部署でやっているということでございましたので、もう一カ所聞いたのですが、基本的に

は各部署でアイミツをかけてやっているのはよくわかりました。しかし、それが正当な価格で
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あるかどうかということについては、十分精査する必要があるのです。そういうふうなことを

ひとつ念頭に置いて、今後十分気をつけてもらいたいということでございます。  

 それで、先ほど課長からトータル的に財務の方で管理するということでございましたが、そ

れは今回やられるということでございましょうか。  

〇委員長（吉田和子君） 後藤財政課参事。  

〇財政課参事（後藤光雄君） ただいま健康福祉課長から答弁申し上げましたように、私の方

で、いわゆる業務委託にかかわる調査を行いまして、その調査の内容といいましょうか、調査

項目なのですが、ただいまもお話に出ました電気保安設備であるとか警備業務、それから設備

の保守点検では消防とか放送、エレベーター等々がございますし、清掃の関係についてもやっ

てございます。それは、先ほど来委員言われるとおり、契約の統合することによって経費の削

減につながるのではないか。それは、実際にどれほど節減になるのか、ちょっとやってみてい

ないので、すべてはわかりませんが、経費の節減であるとか事務の効率化というふうなことで

は確かに効果があるものだろうというふうに考えてございます。ただ、先ほどもちょっと申し

上げましたが、いわゆるシステムの関係であるとか、エレベーター等のメーカー等の関係がご

ざいます。必ずしも統合できるとは、できないものもあるわけですが、そういったものを可能

かどうかというふうな調査をしたわけでございます。それで、現在17年度の契約に向けて今作

業を進めておりますが、先ほどの答弁と重複する部分はございますが、可能な限り統合できる

ものはしていくと。ただ、例えば保守点検である場合は、年間６回やっている施設もあれば、

あるいは２回の部分もありますし、それから消防法の適用を受けてやらなくてはならないとい

った、それぞれいろんなケースがございますので、同じような条件といいましょうか、一くく

りといいましょうか、固められるといいましょうか、そういう単位をできるだけ大きく広げよ

うというふうな検討を進めてございますし、例えば今の施設の管理ではございませんが、ちょ

っと質問にはございませんでしたが、保育園あるいは寿幸園の調理従事者の検便の委託に関係

しましても、本来これは支出科目が違うのですが、これらを一緒にするとか、もう二、三紹介

しますと、老人憩の家と、それから寿幸園のネズミ、害虫駆除、それからそれぞれの施設の機

械警備、これらにつきましても17年度取り組めるところから、繰り返しで申しわけございませ

んが、取り組めるところから契約統合をしていきたいというふうに考えてございます。  

 以上です。  

〇９番（吉田正利君） わかりました。ぜひひとつ総合的に効果出るようにお願いしたいと思

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１８分  

                                         

          再開 午後 ２時３３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。  

 区切り６のところでまだ質疑のございます方、いらっしゃいますか。  
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 ２番、熊谷委員。  

〇２番（熊谷雅史君） ２番、熊谷です。飴谷町長の安心、安全、安定というキーワードの中

で、この民生費の中で在宅支援センター並びに地域型の予算についてお伺いしたいと思います。

ページは155ページと157ページになります。  

〇委員長（吉田和子君） 155ページはもう終わっております。  

〇２番（熊谷雅史君） 関連があるので、とりあえず地域型で聞きます。それで、前年から見

ると予算措置が多いということなのです。その中身は、地域型がふえたということだというふ

うに理解をしているのですが、これは例のごとくずっとこの間一般質問、代表質問の中でもあ

った３連携の一部の……157ページ、いいですよね。  

〇委員長（吉田和子君） 157、下の方ですか。  

〇２番（熊谷雅史君） いやいや。  

〇委員長（吉田和子君） 身体障害……  

〇２番（熊谷雅史君） そうしたら、後で聞きます。  

〇委員長（吉田和子君） 全体のところでもう一回聞いてください。  

〇２番（熊谷雅史君） 項目間違えました。  

〇委員長（吉田和子君） ほかに質疑ございませんか。よろしいですか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） では、次へいきます。  

 区切り７、168ページ、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費から178ページ、６目児童館費

まで質疑のございます方、どうぞ。  

 ５番、玉井委員。  

〇５番（玉井昭一君） ５番、玉井です。171ページ、児童手当給付費の扶助費の内訳をお伺

いしたい。  

 それから、ひとり親家庭等医療費給付費、これも内訳どうなっているか。  

 それから、その下の町立保育園運営経費の下から２番目に医薬材料費というのがあります。

これは、どういう中身なのか。その３点。  

〇委員長（吉田和子君） 児童手当のところとひとり親のところは扶助費の方の内訳を知りた

いということですね。  

〇５番（玉井昭一君） そうです。人数的にも。  

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） まず、児童手当の給付費の関係でございますが、被用者

というのは厚生年金加入者のお子様が該当するわけですが、延べ人数で2,622名、非被用者と

いうのは、いわゆる国民年金、自営業等をやっている方が該当するわけですが、2,240名、特

例給付が214名、それから被用者小学校第三学年修了前特例給付費、これについて４歳から９

歳まで新たな制度でございますが、7,803名、一番最後の非被用者の分については3,993名、延

べ１万6,872名、月平均でいきますと1,406人という数字になります。ご存じと思いますが、第
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１子、第２子は5,000円、第３子は１万円という形になります。ひとり親家庭の方ですが、ひ

とり親ですから、お母さんかお父さんかいずれかということになりますが、女性の方の親の場

合、おおよそですが、300名、男性のひとり親が３名、お子さんが466名、合わせて769名の方

がひとり親家庭という形で医療費の給付の対象になるという考え方でございます。  

 それから、保育園の管理運営費の中の医薬材料費でございますが、いわゆる子供たちが、例

えばけがをしたとか、あるいは何らかのアクシデントがあって病院へ行くまでもないけれども、

例えばばんそうこうといいましょうか、そういうものを張るだとか、あるいは昔で言えば赤チ

ンをつけるとかというような薬を五つの保育園分用意しているということでございます。そう

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） 私も171ページ、今の児童手当の給付費なのですが、この支給年齢の

拡大によって町費の方の負担がどのように変わったかということを一つ質問したいと思いま

す。  

 それと、町立保育園の運営経費なのですが、保育料がもう何年か据え置きになっております。

何か今年度は積算の仕方が変わって、今まで控除された部分がなくなって、500万円ぐらいで

すか、負担が全体でふえるというようなお話も予算説明のときに行われましたけれども、もし

正規の保育料を取っていたとしたら、どのぐらい負担がふえてくるのかというもの、もしそう

いうものがありましたらちょっとお教えしていただきたいなと思います。  

 それと、もう一つなのですが、173ページなのですけれども、緑丘保育園の件なのですが、

運営を民間にお願いしまして、もう20年程度たつのでしょうか、僕もちょっと記憶が、いつか

らというのは定かでないのですが、そろそろ20年ぐらい近くになるのかなと思うのですが、こ

の建物を譲渡するとか、そういうようなお考えが全くないのかどうか。そういうところをちょ

っとお聞きしたいなと思いますが、３点。  

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） 児童手当の関係ですが、ここに記載しておりますとおり、

それぞれ負担割合というのが違います。例えば被用者であれば６分の１、あるいは……  

          〔「全体でよろしいです」と呼ぶ者あり〕  

〇町民サービス課長（長野征幸君） 金額としては、おおよそ500万円ぐらいの増になってい

ると。  

 次、保育料ですが、ここしばらく保育料については改定されてございません。今国の方の基

準と白老町の基準でいくと、その差は約1,400万円ほどございます。  

 それから、緑丘保育園ですが、建物については無償譲渡されてございます。これは、たしか

昭和50年だったと思いますが……  

          〔何事か呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 暫時休憩いたします。  

          休憩 午後 ２時４１分  
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          再開 午後 ２時４２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。  

          〔「何年かはいいということですか」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 年数はいいということですよね。  

          〔「はい、結構です」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。  

〇４番（鈴木宏征君） それでは、１番目と２番目につきましては、児童手当給付費と保育園

の運営につきましてはわかりましたが、緑丘保育園なのですが、この次のページにも出てくる

のですが、修繕補助事業というのがありますね。これ去年もあったような気がしたのですが、

２年続けて大きな金額を町が補助しているのですが、譲渡した施設ですし、法人ですから、こ

ういう譲渡された自分の建物をある程度自分で管理するという、そういう考え方というのです

か、譲渡はしながら、こういう大きな修繕があると町が負担しなければならないという、こう

いうルールというのでしょうか、そういうものももうそろそろ何か、どこまでルールができる

のかどうかというのは非常に難しいところなのですが、やっぱり自分たちが法人として運営し

ていく中で、そういうお金も積み立てるとか、少しずつ積み立てておいて、どうしても積み立

てたお金で足りないから、このぐらい補助してくれというのは何となくわかるのですが、全く

そういう努力もなく、何でもかんでも全部、こういうものがあったら町費でお願いしますとい

う、そういう何かルールがちょっとこれからは、今まではそれなりに財政がこういう状況でし

たからわかるのですが、こういうふうなルールになっていかないと、なかなかやっていけない

と思うのですが、その当時の譲渡したときのいろいろ条件もあったと思うのですが、これが今

即そういうふうになるかどうかというのは別として、やっぱりそういうこともお願いしていく

時期かなと思うのですが、どうでしょうか。  

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） 緑丘保育園の工事の関係ですが、まず補助事業に関しま

しては、委員おっしゃるとおり２カ年目の継続事業でございます。屋根と壁が相当傷んでいる

と、あるいは壁が剥離しているという状態で２カ年計画を実施しているということでございま

す。それから、基本的には小破修繕であるとか等々については、緑丘保育園で持っているお金

で実施してございます。基本的には、大規模改修については白老町のお子さんをお預かりして

いるということからかんがみて、やはり白老町の方で面倒見ましょうというのが今まで取り決

められてきた大きな流れであったというふうに理解してございます。緑丘保育園では、このご

ろは、この５年ぐらいでしょうか、定員をオーバーするようなお子さんが入園してございます

から、例えばお子さんが少なくなって人件費等で穴があいたときのために、あるいは将来に向

けて大規模改修が必ず来る時期がございますから、その準備のためにということで積み立てを

始めてございます。まだ積み立てて二、三年でしょうか。そういう中で、基本的には目に見え

る大きな改修については保育園でなくて町の方で、小さなもの、あるいは将来に備えるための
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改修費用については積み立てをしているという状況でございまして、過去においてそういう申

し合わせがあったのだというふうに私は理解しております。そういうことでよろしいでしょう

か。  

          〔「これからに向けてどう考えるか」と呼ぶ者あり〕  

〇町民サービス課長（長野征幸君） これからに向けてということでございますが、これだけ

少子化傾向が続いていきますと、今は確かに定員よりオーバーのお子さんが入園してございま

すが、多分近いうちには定員を割るような状況にもなってくるだろうと。そうすると、それな

りの職員あるいはそれなりの施設があるわけですから、やはりそれについても町の方として、

単に積み立てを取り崩していくということになっていきますと、将来に対してやはり相当な不

安を持っていく形になるのだろうということですから、法人であっても、白老町のお子さんが

いる以上、白老町のお子さんがそこを利用している以上、それなりの対応策というのは必要な

のではないかなというふうには思ってございます。  

〇委員長（吉田和子君） いいですか、今の答弁。  

 無償譲渡して、その後の維持管理を、譲渡したときに何か交わしたものがないのかというこ

とを聞きませんでしたか。今後の対応について。それがあるのかないのか、何もない。  

          〔「聞いていないです」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 聞かなかったですか。そういうような意味の……  

          〔「今後のルールづくり……」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 今後のルールづくりということではどうなのですか。  

 三國谷助役。  

〇助役（三國谷公一君） 緑丘保育園の今の改修の関係について、課長からお話ししたとおり

なのです。今現在経営努力していただく中で、理事長さん初め役員の皆さんもボランティアと

いう形の中で経営に参画していただいて、そういう中でわずかですけれども、いろいろ積み立

てていただいているという現状については、私も財政当局と一緒に行きまして、この予算をつ

けるかつけないかという去年の時点で行きまして、聞いておきましたし、関係書類も見せてい

ただきました。今積み立てはしていただいて、将来に備えてということで、そういう努力はさ

れているのです。ただ、去年の時点ではまだそういった財源もなくて、大規模改修ですし、町

の方で今回は面倒見ましょうということで、こういった事業を組み立てたわけなのですが、今

後につきましては先ほど課長言いましたように、経営状況がどうなっていくかということは非

常に厳しい面もございますけれども、園の方では将来を見越した中でそういった積み立てとい

うことで努力していただいておりますので、今ここではっきりこういう部分はこうだよ、ああ

だよというのはできませんけれども、それはお互いの信頼関係の中でやっていかなければなら

ない部分ですし、町としてのそういった役割もございますので、十分に園の方と協議しながら

やっていかなければならないというふうに思いますが、理事長さんの方にも私どもの方から、

町財政も大変厳しい折、園としての最大限の努力をしていただきたいということもお願いして

ございますので、そういう中で園の方と十分連携をとりながらやってまいりたいと考えており
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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） 大体わかりました。  

 ただ、これから保育園も民営化に向けて進んでいくわけですよね。そうしますと、こういう

事例というのがたくさん出てくると思うのです、将来に向かって。そうしますと、やっぱり最

初の決め方というのですか、お願いの仕方でかなり状況が変わってくると思いますので、今後

委託するときに、やっぱりそこら辺の努力というものもお願いしながら委託していくという方

向で進んでいただきたいなと思うのですが、ここら辺はどうですか、最後に。  

〇委員長（吉田和子君） 三國谷助役。  

〇助役（三國谷公一君） お話は十分理解できます。そういうことで、今後保育園の委託につ

いても、大きな検討課題として持っておりまして、保育計画の中では19年までにある程度そう

いった方向性も出さなければならないということで、これも緊急の大きな課題だというふうに

思っております。そういう中で、今委員おっしゃられたようなことは当然ですし、また多々町

としての委託するに当たってのいろんなお願い事もございまして、そういう中での協議事項に

なろうかと思いますけれども、そういった視点では十分協議をしてまいりたいと考えておりま

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） 次の区切りに入ります。  

 ８、４款環境衛生費に入ります。180ページ、１項保健衛生費、１目地域保健費から194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。  

 ４番、鈴木委員。  

〇４番（鈴木宏征君） 一つだけちょっと確認させてください。183ページ、関連あって、ず

っと同じように聞いているのですが、国民健康保険事業特別会計の繰出金なのですが、財政課

長の説明ですと今年度は前年度に比べて1,012万7,000円増というふうな説明を聞きました。来

年度について、どのような見通しを立て、もしそういうものの見通しがあれば、このようにふ

えていくという可能性なのか、それともこのままこういうような状況で進むというのをもし押

さえているものがあれば教えていただきたいと思います。  

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） 今度は国保関係のお話でございますが、この繰出金につ

いては、赤字解消分の2,000万円以外は全部基本的には、いわゆるルール分と言われているも

のでございます。まず、法令に基づいて繰り入れされるもの、それから交付税算入されて、そ

れが国保会計に入ってくるもの、それから繰出金を通じて繰り入れされるものというふうに決

まってございますから、それ以外では赤字解消分として2,000万円いただいているという形に

なるわけでございますが、ご存じと思いますが、今まで約１億6,800万円ほどだったでしょう

か、累積の赤字がございます。このままでいきますと、今年度も黒字にはならないのではない
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かと。やはり数千万円の赤字になるだろうということになれば、金額的にはこの程度の金額を

繰り入れとして考えていく必要があるのではないかというふうには考えてございます。  

 以上でございます。  

〇委員長（吉田和子君） 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。185ページですけれども、健康づくりの関係で先ほ

ど人間ドックの話が出ました。それで、町長にちょっと考え方をお尋ねしたいのです。それは、

病院の方針を19年に出すということは十分私理解をしているつもりです。ただ、それまで、今

お医者さん全部そろいましたですね。そうなると、アメニティーの部分をきちっとすれば、も

ちろん科の問題はございますけれども、医師の充足率は基本的には達成されているというふう

に、法令でいうと6.何ぼぐらいになっていますから、高いのです、オーバーしていると。これ

は、胆振支庁を初め北海道の中でも、市の中でもこんなに充足されているところないと。それ

は、今までご努力をされた結果だというふうに評価をするわけですけれども、ただ、今問題な

のはやっぱりアメニティーの部分だということなのです。そうすると、たった２年間というこ

となのだけれども、その間今回トイレとおふろですか、やるということなのですけれども、そ

れ以外にほとんど投資をしないというような考えでいらっしゃるかどうか。何を言いたいかと

いいますと、例えば患者の人たちがアメニティーが本当に悪いのであれば、患者の分だけ立て

るなら立てるようにして、健診が流れに沿ってきちっとできる。それがないと、これはやっぱ

り幾ら言っても無理です、ドックは。一般の方と一緒にドックやるなんていうのは、これは無

理なのです、どだいが。ですから、努力の範囲は十分認めますけれども、しかしやっぱりそう

いうアメニティー、そこは改善しても、収益の部分からいっても必要かなと思うのです。ただ、

19年の結論出すということは十分承知の上なのですけれども、どれぐらいの投資までは考えら

れるかというようなことを含めて、そこの考え方はこれは町長でなければ無理なものですから、

一般質問で健診のところ直してほしいという話ししたのですけれども、ほとんど答弁なかった

ものですから、そこら辺の関係かなと思ったものですから、ちょっとお尋ねいたします。  

〇委員長（吉田和子君） 飴谷町長。  

〇町長（飴谷長藏君） 例えば雨漏りがあった場合は、これは直そうと言ったのですが、屋根

全部取りかえないと無理だと言われたということなのです、今回の雨漏りの件は。それと、私

は19年までというのは、経営のやり方というか、それを見きわめるという部分もあります。た

だ、一番大事なのは、今寿幸園の職員も頑張っていますように、お医者さんから職員一丸とな

って経営努力、経営改善して、どこまで行けるかということから、これは収支というのは見な

ければだめなのです。今の状況であれば無理です。ただ、私はそれを見きわめたいということ

です。職員、そしてお医者さんがどれだけ努力できるか。そこで可能性がある場合は、それな

りの結論になるし、時代背景もあるでしょう。そして、10年後、20年後のことも考えなければ

なりません。そういうトータル部分で実は判断したいと思っています。ただ、できるものにつ

いては、今回もおふろと面談室ですか、直させていただきました。ただ、トイレはまだまだ十

分だとは思っておりません。そういうことと、ドックについても、私も何年か前にドック入っ
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たことありますが、やはり流れなのです。一般のお客さんと一緒ということは、どちらにも迷

惑かけるということなので、そういう部分で、近々またお医者さん、新しくかわってきます。

看護師も含めてその辺の議論をしたいと思っておりますので、今回のところはその辺でお医者

さん、看護師さん、そして建物の状況を見て、もしもたせれるものならもたせたいと、なるべ

く後戻りできないように。ただ、おふろについては、最低の条件だと思いましたので、直しま

した。直せるものは直したいと思っています。  

 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。理解しました。ここで議論しようという気はさらさ

らございません。ただ、今町長も答弁されたように、医者が充足されて、条件的には整ったと

なれば、大きな投資をしなくても、例えば今の状況で何とか健診だけ流れに沿ってできるよう

なことが新たにつくらなくても考えられないかと。私、これは相当の利益につながっていくだ

ろうと。それと、私が幾ら健診のことを言っても、そこがきちっとしないとやっぱりいかない

のです。だから、午前中と言わないで、例えば午後にもうちょっとたくさん受けられるとか、

ドックで。そういう範囲が本当に頭を絞ってもないのかどうかと。今の町長の答弁でいくと、

そこを努力すれば、好転するという部分だって考えられるのです。新たにどれだけ投資するか

ということは難しいけれども、そこのところをちょっと一つあれば。健診という意味なのです。 

〇委員長（吉田和子君） 飴谷町長。  

〇町長（飴谷長藏君） その辺も実はきのうもお医者さんとかなり議論をしました。看護師さ

んの方からもいろいろいいアイデア出まして、極端なお話しすると、健診を高めるにも、アメ

ニティーの部分が結構影響しますよと。特に今の人たち、いろんな病院見ていますから、新し

いのと古いのではやっぱり違うというのです、印象が。ですから、その辺も含めて、ちょっと

議論したいと。きのうの議論の中では、病棟だけでも別にして、別棟でやってみるぐらいの気

概ないのかみたいなこともお医者さんに言われたのですけれども、それはあなたたちが頑張っ

てくれればできますよと。要するに赤字なのですと。会社だったらもうやめていますよと。で

すから、その話もさせていただいたのですが、その辺もう一回ちょっと議論してみたいと思っ

ていますので、ご理解いただきたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 13番、斎藤委員。  

〇13番（斎藤征信君） 187ページ、町民安心カルテの問題につきまして、町民安心カードと

いうのですか、この間の議論で随分中身については、ことしじゅうに大体作成に向かって進ん

でいると。それで、カードの内容についてもかなり詳しい話があったので、ほぼ内容もわかっ

たのですけれども、あとわからなかったこと、当面は独居の高齢者から始まって、一遍には広

げられないので、ずっと障害者の部分だとか、それから一般高齢者に向かってと、順次こうい

うふうにいくということが話されていたと思うのですけれども、その枠を将来的に全町民に広

げるという計画を持っているかどうかということをお伺いしたいのです。やはり３連携を推進

していくためには、やがて全庁的な体制にするという展望を持って進んでいなければならない
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だろうと思うのですけれども、その辺はどんなふうにお考えなのか、そのことをちょっとお伺

いしたいのです。  

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） 具体的な取り組みでございますので、私の方からご答弁申し

上げます。  

 今ご質問ございました、確かに当面の取り組みとして高齢独居の方、これを中心にと。これ

は、今まで申し上げてきていますように、何か有事の際に一番手をかけて支援していかなけれ

ばだめな部分が一つあるだろうと。そういうところから始まっているのがまずございます。そ

れで、今現在高齢独居の方のいろんな情報ストックを中心にやっておりますけれども、基本的

には65歳以上の高齢者の方の情報のストックを今同時に進めております。ただ、カードの発行

そのものについては、当面先ほど言いましたように高齢独居というところから始めますけれど

も、情報のストックそのものについては、今現在進めているのですが、その中では高齢独居ば

かりでなく、65歳以上の高齢者という、そういう枠組みを含めて実は作業を進めております。

将来的には、やはりこれ全町民に行き渡るような、そういう方向性は計画の段階では持ってご

ざいまして、時間はかかるのかもしれませんけれども、そういうところも含めて順次段階的に

取り組んでいきたいなと、そんなふ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） 65歳以上の情報をきちっと集約していくと、そういうことで進んでい

るということはわかったのですけれども、大体今目的としているところがどのくらいまでに仕

上がっていくのか。全町に広げていくというのは、大体いつごろまでに、その高齢者分につい

てはいつごろまでにおさまるのか、そのあたりももう一つ聞いておきたいなということを思い

ますし、それからカード管理センターを設置すると、３カ所に設置するというお話、構想を伺

いました。そんなときに、管理センターをつくっていくのに、今それに向けて、それはそんな

に遠い話ではないと思うので、準備に取りかかるのにどういう準備をしていかなければならな

いと考えているのか、そのあたりと、それからそれに係る経費というのはどんなふうに試算さ

れているのか、その辺伺えればと思います。  

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） まず、今進めている、いわゆる情報ストックの関係ですが、

これについては先ほど言いましたように、65歳以上含めて作業を進めておりますが、およそ今

８割方作業が進んできております。これが全部済んだ後、新年度に入りましてからは、いろい

ろご支援もいただかなければだめな部分もありますから、町内会への説明だとか、そういうよ

うな協力要請をしながら。今の予定では、個人情報の登録意向の調査なんかをできれば７月ぐ

らいから始めたいなと。そういうことで、なおかつそういう意向が示された方については個別

に訪問して、その訪問調査を実施して、なおかつ詳細の情報のストックをしていきたいと、そ

ういう考え方をしております。  

 また、その間においては、いろいろこういうことをやっていますよということのいろんなＰ
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Ｒも必要だろうというふうに思っておりますから、そういう部分では、例えば９月ごろになり

ますと敬老会等があちこちに開催されるというようなこともございますから、そういう機会な

んかを通じて、この事業についてのＰＲもさせていただきたい、そんなふうに考えております。 

 それから、管理センターの関係でございますけれども、これはいずれにしても今情報をスト

ックして、この前も申し上げましたように、基本的にはセンターの機能というのは「４・６」

と病院と、それと消防と、こういうところに情報のストックセンターみたいなものを置きたい

よと、そういうことで今計画しているところでございますけれども、この辺については情報の

ストックは仮に今淡々とできたとして、それを有効適切に活用していくという部分では、今一

番問題になっているのが、いわゆる個人情報保護の問題でございます。ですから、その辺の問

題については一方では進めながら、私どもの方の将来的な考え方とするのは、そういうそれぞ

れのセンターとの、いわゆる相互のＬＡＮで結ぶ、そういう活用をしていきたいなというふう

に実は考えているのですが、現状においてはまだまだクリアしなければだめな問題がたくさん

あるのかなと。とりわけ今の個人情報保護の問題については、相当シビアに注意していかなけ

ればだめな問題があるだろうと。ですから、当面についてはＬＡＮまでの部分についてはちょ

っと時間かかるのかなというふうには思っておりますけれども、いずれにしてもそういう情報

をストックした中で、当面の運用のところでいけば、紙ベースの中での運用的なものは考えら

れるかもしれませんけれども、将来的にはＬＡＮで結んだ形をとっていきたいのだということ

で、これらの情報センターに係る経費等につきましては、情報というのは当然今作業をいろい

ろ進めていますから、あるいはまたこれから個別訪問の中でいろいろ取得していくことになり

ますけれども、あとそれを見るハードの問題だけなのです。それだけですから、経費的にはそ

んなにかからないのかなというふうには思っておりますけれども、そんなことで今進めており

ますけれども、いずれにしても冒頭申し上げましたように、１答目で申し上げましたように、

将来的には全町民が健康というものに関心を持っていただいて、この事業に対してのご協力を

いただくようになれば、全町民のそういう情報をストックできればいいのかなと、そんなふう

に思ってございまして、これについて最終的には時間がかかるのかなと、こんなふうに思って

おりますけれども、先ほど来言っていますように、当面の作業としては高齢独居というところ

を中心に早急に進めていきたいなと、そんなふうに考えております。  

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。189ページ、単純な質問、スズメバチのことですけ

れども、ちらっと聞いた話では、ことしは受益者負担になるというような話を聞いたことがあ

るのですけれども、それは本当なのかどうなのか、ちょっと確認したかったのですが。  

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） スズメバチの受益者負担という部分については、行革の中で

の手数料、使用料の関係の中で検討した部分はあります。ただ、通常の受益という部分に該当

するかどうかということなのです。一つの災害的なものでないのかということなのです。です

から、そこのところの巣を除去したと。ただ、これは我々の方でも嘱託職員と言っている中で、



 58 

スズメバチの場合には巣を取ったからといって、もう全然来ないということではないのです。

巣を取っても、一回出ていったものは、また戻ってくると。そういう中で、ある程度の危険な

部分もあるのだということを考えたとき、まだちょっと様子を見ようということです。それで、

全道的にも調査してみましても、この部分について手数料を取っているという部分は極めて少

ないというところです。まだ上げるとか取るとか、そういう話のところまではいっておりませ

ん。  

〇委員長（吉田和子君） 10番、宗像委員。  

〇10番（宗像 脩君） 去年だったでしょうか、おととしだったでしょうか、東町でこのスズ

メバチが原因で亡くなったという事例がありました。それで、私はもし受益者負担なんて出て

きたらこれは大変だなと。といいますのは、幾らお金かかるかわかりませんけれども、うちの

物置にできたとか、あそこにあると、よくあるのです。そのときに、これ一つ1,000円かかる

なとか2,000円かかるな、では我慢しようなんていうと大変な事故にもつながるかもしれませ

ん。したがって、ぜひこれは受益者負担を絶対しないで、一つの害鳥獣といいますか、そうい

ったたぐいだと思うので、絶対にそれをしないでほしいという私は希望を持っていますので、

何かコメントありましたら。  

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） 町でやる場合と、実は極めて少ないというのは民間でやって

いるところがあるのです。町によっては民間にお願いしているところがあります。そこは料金

を取っているという状況です。それで、今それでは白老町でその方式をとったらいいのかとい

う部分の中で、先ほど申しましたけれども、一つの災害的な部分を考えたとき、なおかつ危険

性が非常に高いということを考えたとき、担当の方としては有料化するという部分にはならな

いのでないか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、加藤ですが、この項目の一番最後、194ページ、195ページに書

いていますが、（８）、地下水対策経費、これは昨年までは飛生地区飲料水対策経費と、こう

いうふうに項目があったのが、今度は地下水対策経費になってしまっているのですが、これは

飛生地区は終わったのか、なぜなくなったのか。完全に問題なくなったのか、そのあたりをお

聞きしたいと思います。  

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） お答えいたします。  

 飛生地区の部分につきましては、引き続き水質検査等を行うということです。ただ、最近と

いいますか、昨年環境基本条例を制定いたしました。今基本計画を策定中ですが、飛生だけで

なくて、社台から虎杖浜含めた中で地下水を利用している方がいらっしゃるわけです。そうい

う中での全町的な部分を考えていく必要があるだろうという中で、この部分の経費につきまし

てはまだ飛生地区なのですが、個々に地下水を利用している方については、個人で保健所や何

かの方に行って、水質どうなのかという、そういう調査をすれば無料でやってくれるわけなの
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ですが、何とかその辺を含めた中で、全町的な地下水の状況というのをこれから取り組んでい

かなければならないという形の中で、項目的には飛生地区だけでなくて、全町的な考え方で名

前を変え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。  

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤ですが、そうすると全町的に87万円、昨年の飛生地区だけ

で99万6,000円の予算化しているのに、全町的になって87万円というのは、飛生地区はそれだ

け経費がかからなくなっているのか。それから、もう一つは、飛生地区での今年度の、16年度

の結果どのような状態だったか、教えていただければありがたいと思います。  

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） 先ほど答弁したとおり、この金額的なものは飛生地区だけの

金額です。その中で金額が減っているということは、該当者、言ってみたら飛生地区から転居

した人がいるということで、実態として検査の部分では検査料が減っているという状況です。

それと、検査の水質の状況というのは、これまでも加藤委員からいろいろ質問受けております

が、亜硝酸の部分については、実態としてはこれまでどおり変化はないという状況で推移して

きております。  

〇委員長（吉田和子君） ６番、土屋委員。  

〇６番（土屋かづよ君）  191ページの畜犬登録及び野犬掃討経費のことについてお聞きいた

します。16年度の臨時作業員の賃金が21万円となっていますけれども、17年度の予算は32万円

とちょっと金額がはね上がっていますので、この内訳をお聞きしたいのと、それから畜犬の登

録数、それと16年度の野犬の掃討数などをお聞きしたいと思います。  

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） この臨時職員の部分につきましては、ちょうど春先にかけて

畜犬業務をやるわけなのですが、こちらの方に今データとしてパソコンで入力作業とかあるの

ですが、その部分について臨時職員を３カ月間、短期間なのですが、雇用して、集中的に処理

させるということでございます。また、狂犬病の予防とか、そういう部分につきましても、そ

この職員を対応させるという考えでおります。  

 それから、畜犬登録、毎年新たに登録している件数ですか、そういうことでよろしいでしょ

うか。  

          〔「全体」と呼ぶ者あり〕  

〇生活環境課長（二瓶 充君） 全体としては、16年度実績ですけれども、登録している件数

は1,752頭、毎年新規に140頭ぐらいずつ登録になってきているという状況です。  

 それから、野犬の方ですが、16年度の実績ですけれども、27頭です。  

〇委員長（吉田和子君） ６番、土屋委員。  

〇６番（土屋かづよ君） ちょっとお伺いしたいのですけれども、野犬を捕獲した際の集めま

すセンターありますよね。それは、どういうところに置かれているのかと、登別のクリンクル

センターでも野犬を捕獲して、そこに何日間か置いておくのです。それで、飼い主を広報なん
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かで探しているのです。私もそこからもらってきたのですけれども、白老町ではそういう制度

はないのですか。  

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） 野犬というか、飼い犬が逃げたという部分での、そういう処

理につきましては、環境衛生センターの奥の方にそういう施設あります。そこの方で捕獲して

置いておくということの中で、いろいろ問い合わせ来ますので、そこで戻していると。  

 それで、野犬の場合についてはある程度期間定めた中で、だれも照会もないという形になり

ましたら、うちの方で条例定めて、どこのまちでもそうですが、条例定めた中で捕殺するとい

う形になります。  

 もう一点、犬をもらう仕組みなのですが、実際に今言いました１週間以上うちの方でちゃん

と確保しておりますけれども、その中で欲しいのですけれどもという方がいらっしゃいます。

ただ、システム的には積極的にＰＲはしておりませんが、そういう中で見ていただいて、いた

だきたいという方には差し上げているという形をとっております。  

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） 区切り８は終わります。  

 区切りページ９、194ページ、２目公害対策費から204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  

 13番、斎藤委員。  

〇13番（斎藤征信君） 斎藤です。203ページ、一般廃棄物広域処理経費の部分でちょっとお

伺いしたいのですが、白老町の焼却炉の建物のことでお伺いしておきたいのですけれども、ダ

イオキシン対策で広域ごみ処理だとか何か、そういうような形で今あちこちの町村で古い焼却

炉をどういうふうにしたらいいのかという、大分予算上苦慮をしているということを聞いてい

るわけですけれども、白老町の今建っている古い焼却炉、これを解体処理する計画というのは

あるのかどうなのか。というのは、昨年国の方から解体計画の調査というのがあったというふ

うに聞いているのです。そういう計画のある自治体がどれだけあるかという。その中身では、

かなり各町村とも予算がなくて困っているという実態が出てきているというようなことも聞

いているのですけれども、白老町としてどんなふうに報告しているのか。そのままにしておく

のか、あるいは解体計画を持っているのかどうなのか、そのあたり一つ伺っておきたいと思い

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） お答えいたします。  

 計画があるかといえば未定ということになります。それで、前にも昨年ですか、予算の委員

会の中でもご質問ありましたけれども、これを解体するのにざっと計算した中で３億円から４

億円かかるだろうという部分で積算しております。いろいろな業者から見積もりや何かもとっ

ております。その中で、跡地利用があれば４分の１の補助という中で対応できるのですが、４
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分の３は自己資金ということの中で各自治体、この古い焼却炉については対応に苦慮している

という状況です。それで、解体というだけで数億円をかけるという今の状況の中では、なかな

かどこの市町村も踏み切れないというのが実態でないのかなというふうに考えております。白

老町でも現在の中では同様の状況でございます。  

〇委員長（吉田和子君） 13番、斎藤委員。  

〇13番（斎藤征信君） 斎藤です。もう一回確認しますけれども、そうしますと跡地利用があ

って壊すとなっても、１億円からの金は町で用意しなければならないということになるのでし

ょうか。その辺ちょっと確認しておきたいのと、それからかかわって、焼却灰を今白老へ持っ

てきて埋めていますよね。あの処理施設もかなり年数がたってきていますから、前に聞いたと

きはあれは７年で全部埋まるのだというようなことだったので、それから大分たったので、大

分埋まってきているだろうというふうに思うのですけれども、その後の計画というか、やっぱ

りそれも相当の経費が必要だろうなと思うのですけれども、そのあたりの状況はどうなってい

るのか、あわせてお伺いします。  

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） お答えいたします。  

 １億円でなくて３億円の負担ということになります。１億円が補助で３億円が自己負担とい

うことになります。  

 それと、最終処分場の関係ですが、今のうちの管理型の最終処分場、計画の中では平成17年

度で満杯になる予定という形で当初からスタートいたしました。その中でごみの減量化等が進

みまして、今のところの計算では平成22年までは何とか延命措置がいくだろうという計画でお

ります。ただ、そうしたらその後どうなるのかということなのです。その後を考えますと、水

処理施設等を含めて、同規模のをつくるとなりますと、やはり５億円は下らないと。６億円、

７億円かかると。そうなってきますと、今回の補助制度、三位一体の中での改革では、４分の

１から３分の１の補助というか、交付金の方に変わるという形で情報はいただいていますが、

それでも相当の金額が必要となるということで、いろんな制度的な部分も含めて、今現在ごみ

処理基本計画、審議会立ち上げた中で議論していっていますが、その中でどういう方法がいい

のか、率直に私ども事務方も情報を出していった中で、可能性の部分では何通りかありますの

で、その中で議論を詰めていきたいと。時間的には、それでも22年ですから、18年ぐらいまで

には方向性を出していかなければならないというふ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） 焼却炉の問題、国がそういう調査をしたということは、かなりの国の

援助というものがあるのかなという期待をしたのです。だけれども、それだけの金をかけなけ

ればならないのであれば、当面しておいそれと手が出せないという状況がよくわかりました。

だけれども、そのままにしておくわけにはいかない、いつまでも資材置き場にしておくわけに

もいかないだろうというふうに思いますので、これはその後どうしていかなければならないの

かという、そういう苦しい状況の中でも、その後の計画の見通しを立てていかなければならな
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いということは、これはそういうごみの審議会ですか、そういうようなところでそのことにつ

いても一緒に考えていってもらえると、こういうことなのでしょうか。  

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） 結論的に言いますとそういうことになります。それで、17年

度いっぱいのうちにそのごみ処理基本計画を策定することになりますが、大体年内ぐらいにあ

らあらの考え方をまとめたものが審議会の方から出てくるという形になります。  

 それで、今資材置き場という、衛生センターの部分ですけれども、あそこには資材置き場と

いうことだけでなくて、今直接搬入されているごみ関係もきちっとあそこで対応して、そして

中継基地で登別に持っていっているということで、古い焼却炉は別にして、ほかの施設につい

ては効果的に使っているというふうに判断しております。ただし、抜本的にあそこをどうする

のかという部分については、今の審議会含めた中で対応を詰めていくということになります。 

〇委員長（吉田和子君） 18番、加藤委員。  

〇18番（加藤正恭君） 201ページ、環境衛生センター運営経費の件で昨年も聞いたと思うの

ですが、クリンクルセンターへの参画として、私ども議会としても何らかの意見を述べる機会

というか、組織というか、機関といいますか、そういうものをつくってもらいたいということ

を提案した記憶があるのですが、事務方では登別市と白老町とでいろいろ検討しておるという

ふうに聞いておりますが、その後どのような進展があるのかどうか、そのあたりについて一つ

伺いたいと思います。  

 それから、203ページ、国民健康保険病院事業への繰出金等について、28節の繰出金、この

中に経営健全化対策経費分として2,000万円計上されているのですが、これは何年かしか認め

ませんよといって、私の記憶では５年か６年しか認められないで、あと打ち切りますというふ

うに言われていたと思うのですが、これはまだ継続しているのかどうか。継続しているとした

ら、地方交付税で措置されているのか、そのあたりをお聞きしたいと思います。  

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） 昨年も質問したという部分ですが、事務方の方では２段階の

形の中で広域処理、登別との処理の課題について議論をする場を既に設置しております。一つ

は、事務方の課長職、あと係長職で対応する部分と、両助役が議論する場と、２段階方式で話

し合いするという形の中で、既に１回登別市の方で対応しているという状況があります。名前

が政策調整協議会、たしかそういう名前だったと思いますが、設置して対応しているという状

況です。  

〇委員長（吉田和子君） 須貝病院事務長。  

〇病院事務長（須貝 貢君） 病院の繰り出しの関係ですけれども、加藤委員が言われた５年

間の措置というのは、平成７年度から平成11年度までの５年間で国の第４次病院経営健全化計

画に伴って特別交付された、援助されたものでございます。それは、５年間で終了してござい

ます。交付税の算入につきましては、16年度では１億4,700万円、計算で出ておりますけれど

も、これは町の独自の経営健全化に向けた繰り出しにかかわっての援助ということでございま
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す。  

〇委員長（吉田和子君） 辻財政課長。  

〇財政課長（辻 昌秀君） 私の方から経営健全化対策経費分についての交付税措置をお話し

しますけれども、今病院事務長お話しなさったのは、普通交付税と特別交付税に分かれており

ますけれども、それらについて大体病院１床当たり普通交付税も対象になっているし、特別交

付税も対象になっていると。そのほか、救急関係とか繰り出し項目の中でなっているものもご

ざいまして、その合計額ということでございますけれども、今ご質問の経営健全化対策経費分

については、交付税措置のあった計画期間終了後については、それは交付税措置のない町独自

の赤字の削減分ということで一応措置していると。交付税繰り出ししていると、そういう位置

づけになっております。  

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、加藤ですが、クリンクルのことで、事務方でやられるのは私も

よく聞いていたのですけれども、一部事務組合ではないから、我々議員としてそこにああだ、

こうだという意見を述べる機会がないので、そういう機会をつくるようにお願いした経緯があ

ると思うのです。その後どうなっているかと。個人的には登別の市会議員ともそういう機会は

いいですねというふうには話はしているのです、個人的には。ですけれども、議会としてもや

はりそういう機会をとらえて、いろんな意見の交換を図りたいと私自身は思っているものです

から、そういう機会をつくるようなふうな話し合いは進んでいませんかという質問だったので

すけれども、それについてのご答弁はなかったということですね。それについてお聞きしたい。 

 それから、もう一つは、先ほどの経営健全化の繰り出し分、５年間で打ち切られているわけ

ですね。だから、７年からですから、11年度で終わっていて、その後経営健全化対策経費分と

して2,000万円というのが計上されているのですが、これは国から来る金でもないし、交付税

措置にも入っていないという財政課長の説明なのだけれども、そうすれば単純に何でこうやっ

て分けたのか、こういう項目で分けているのか。そのあたりがちょっと私わからないのだけれ

ども、結局11年で５年間で見ますよというやつは、打ち切られて来ていないわけですよね。そ

れをその後はこういう項目で町独自で病院に繰り出ししていると、こういう考え方でいいのか

どうか、それを伺いたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 辻財政課長。  

〇財政課長（辻 昌秀君）  私の方から病院の繰り出しの関係、先にお答えいたします。  

 病院の経営健全化、確かに当初は５カ年という計画の中でスタートしましたけれども、目標

として不良債務の解消というのが当時の目標だったかと思います。その不良債務の解消に向け

て、一般会計としても支援すると。それで、当時２分の１の繰り出しですね、交付税について

は特別交付税で２分の１見るということで５年間繰り出したと。ただ、結果的には赤字解消ま

でには至らなかったという中で、交付税措置はないけれども、２年間、町の延長策としてたし

かこういう交付税措置を続けるという形の中で道の方に改善計画を出してきたと。ただ、それ

も一応７年という区切りの中で道に対してそういう計画を提出したかと思いますけれども、最
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終的にはそれでもなおかつ不良債務が解消していないという状況の中で、町独自の、これはも

う道に対しての計画という部分ではございませんけれども、引き続き毎年2,000万円の位置づ

けの中で繰り出しを継続していると、一応そういうような状況になっております。  

〇委員長（吉田和子君） 三國谷助役。  

〇助役（三國谷公一君） 登別市とのごみの広域処理の関係についてお答えしたいと思います

が、先ほど課長の方から説明しましたように、広域処理に関して事務的な連絡調整会議をつく

りまして、適宜このごみの共同処理に関して事務的な打ち合わせはしています。さらに、特に

重要案件ですね、広域処理に関する、例えば予算、決算の関係、こういうものにつきましては

助役レベルで、今回は登別市も出向きましたけれども、内容等を詳しく聞きまして、また私ど

もの方からいろんな質問をさせていただく中で、よりよい共同処理といいますか、事業の推進

といいますか、そういうことに努めております。今加藤委員のおっしゃられました議員さん同

士のということについては、具体的に正直なところまだ進めておりませんでした。ただ、これ

は議員さんの活動としてそういうことをされるということであれば、私ども助役の打ち合わせ

の中でどういう形で議員さん同士のかかわりというのを持てるのかということを含めて検討

させていただきたいというふうに思いますので、ご理解いただきたいと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。197ページの霊園及び墓地の管理のところでちょっ

とお尋ねしたいのですけれども、今まで使用を許可した数どれぐらいかということと、墓碑だ

とか、墓碑がなくて埋葬されるということもあるのかどうかちょっとわかりませんけれども、

実際に設置された数がどれぐらいか。それと、今の状況であとどれぐらい、あそこの墓地に入

ることというのか、つくることができる数、どれぐらいの数がつくられるのかということを、

まずお尋ね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） まず、墓碑の部分については、今手持ち資料で持っていませ

んけれども、平成12年に使用の方許可しておりますＤブロックの部分、これは全部で265区画

つくりました。種類は３種類あります。それで、16年度末までに合計で285区画のうち残数が6

8区画という状況までなってきております。ということは、大体今分譲している年間の数量が2

5ぐらいなのです。そうしますと、これでいくと３年もたないなという考え方でおります。で

すから、ことし計画的には17年度ぐらいに計画して、18年度ぐらいに決定するか、そういう作

業が出てくるだろうというふうに考えております。  

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、大渕です。数はいいです。それと同時に、売れた数と墓碑を建

てている差、それがどれぐらいあるのかということを聞きたかったのです、１問目で聞きたか

ったのは。それで、そういうふうに言ったのです。その差がどれぐらいあって、今のＤブロッ

クで全部終わりでしょうか。要するにこれからも墓地をつくるとしたら、全く新たにつくらな

くてはだめなのかということを聞きたいのです。今の墓地でもう終わってしまって、それで新
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たに造成しなくてはいけないとなると物すごくお金かかりますよね。今の状況の中でつくれる

数があとどれぐらいあるのかということと、売れているけれども、墓碑を建てていない人がど

れぐらいあるのか、ここを聞きたい。  

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） 売れている分譲地の中で建てた数字は、後で資料、報告いた

します。  

 それと、それでは今言いましたとおり、もう２年ちょっとでなくなると、完売してしまうと

いったときに、Ｄブロックの下に平たいところありますね。あそこの部分がまだ造成すれば対

応できるという部分もありますし、面積にはＤブロックの裏側も用地的には確保できておりま

す。ですから、どういうふうに持っていくのか、その辺のところを含めて対応を、検討を始め

る必要があるというふうに考えております。数は別ですけれども、最近分譲したら、すぐ建て

ていくと。Ｄブロック見てのとおり、どんどん、どんどん建っているという状況ですので、今

までと違ってスピードが上がってきているなということで、予想よりはこのＤブロックの完売

が早いなというふうに感じております。  

〇委員長（吉田和子君） 14番、大渕委員。  

〇14番（大渕紀夫君） 今の資料が出なかったら、なかなか聞いてもうまくいかないのだけれ

ども、それはそれでいいです。  

 ただ、たしか条例では……  

〇委員長（吉田和子君） 大渕委員、では一回休憩入れようと思っていますので、休憩入れて

数字を聞いてからもう一回最後の質問しますか。それでよろしければ……  

〇14番（大渕紀夫君） そうしてください。  

〇委員長（吉田和子君） ここで暫時休憩をいたしたいと思います。  

          休憩 午後 ３時４４分  

                                         

          再開 午後 ３時５５分  

〇委員長（吉田和子君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  

 先に答弁の方から。  

 二瓶生活環境課長。  

〇生活環境課長（二瓶 充君） 先ほど墓碑の設置している、していない数なのですが、総数

で265分譲造成地の中で使用許可を出しているのが197、それでまだ残っているのが68、これは

先ほど答弁しました。それで、この197のうち130区画が既に墓碑が建っていると。67の数がま

だ建っていないと。34％ほどがまだ残っているという状況です。  

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。３回目ですね。  

〇委員長（吉田和子君） そうです。  

〇14番（大渕紀夫君） 一番最初から、Ａ、Ｂ、Ｃは全部墓碑が建っているというふうな考え
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方でいいのかどうかということが一つ。そして、それも含めて、67のうち、例えば条例上２年

なら２年たったら建てなくてはいけないとたしかなっていたような記憶があるのです、余り正

確ではないけれども。それで、そういうところがあるのかどうか。要するに新たに造成すると

なれば、お金がかかるわけです。ですから、そういうきちっと条例が守られていないところに

ついては、すべての墓地について、やはりきちっと見直して、お金がかからないような形でや

ると。２年というのは、正確かどうかちょっと僕、記憶だけですからわかりませんけれども、

たしか条例上では２年たったらつくらなくてはいけないとなっていると思うのだけれども、そ

ういうことに対処をきちっとされているかどうか。それは、やっぱり将来墓地を造成するとき

にお金が大量にかかるということからいえば、極めて大切なことだというふうに思っています

けれども、３回目ですから、そこのところを含めて。  

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、古い墓地のお話もありました。それで、その前に２年

で建てなければならないという部分につきましては、申し込みするときにその説明書をお渡し

した中で私ども対応しております。条例には規定しておりません。それで、実態として、それ

では法的な拘束力があるのかというとないのです。また、条例に買い戻し規定や何かもないわ

けです。ですから、そういう中で協力していただくという、そういう事務処理の仕方になって

おります。また、昔のＧブロック、現在売っているＤブロックの右側にあります。あれは完売

していまして、全部建っているのですが、Ｃブロックとか昔建てたやつですね、あれにつきま

してはまだ残っております。それで、当時は、古い話でいろんないきさつ聞きましたら、皆さ

んに買ってくださいよというような、そういう売り方と言ったらおかしいのですが、一時期あ

ったというふうに聞いております。そういうものについての、実際には売れておりませんし、

取り扱いという部分については、実際に私ども事務担当の方としてもちょっと苦慮している部

分があります。ですから、これについては今後どうするか、対応について検討していかなけれ

ばならないという部分が出てきます。明確な回答にはなりませんが、そういう状況でございま

す。  

〇委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。  

〇４番（鈴木宏征君） 201ページ、（３）の白老町ごみ処理基本計画の策定事業で、大まか

でいいのですが、計画の内容と、どうしても計画によって委託をしないとできない内容のもの

なのかどうかということをちょっとお聞きしたいのですが。  

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） ごみ処理基本計画、先ほども話ししたように、17年度内に完

成させたいということです。その中で委託、これは専門業者の一部分、専門的なデータとか、

人口推移も含めた中でごみがどのぐらい実態として白老町の状況の中で減っていくかとか、そ

ういう推計表とか、いろいろそういうのがあります。それで、そういう専門的なものにつきま

しては、専門業者にやらせるという考えです。それで、私ども全部が全部委託業者に頼もうと

いうのはさらさら思っておりません。委託業者を使おうと思っています。余計な時間外かけて、
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素人がその専門分野にまで入ってやるよりも、こちらの方が効率が上がるだろうという考えで

す。その中でごく限られた部分について委託をさせていくと。そして、町の方の指示に従った

資料を出させると、そういう考えでおります。  

〇委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。  

〇４番（鈴木宏征君） 委託については、やはり前回、去年あたりですか、総合計画あたりで

も自前でやったことが、職員の資質の向上だとかいろいろ経費の削減もあるでしょうけれども、

やっぱり自分たちでつくることによって実質的な、本当にみんなでつくったものだからみんな

でやろうというような、そういう気持ちですとか、そういうものを、ただつくっただけという

話ではなくて、いろんな相乗効果がありますよね。そういう中で、やっぱりつくれるものは自

分たちでつくるという、そういう考え方でいかないと、何かせっかくつくったものが、計画と

してただできたというだけの話に、今までもそういうふうなことがなりがちだったので、どう

しても専門業者に頼まないと出てこない数字だとか物だとかというものはしようがないとし

ても、自分たちで手間暇をかければできるようなものについては、そういう自分たちで手間暇

かける。逆に、業者にお金払うぐらいだったら残業で職員に手当払った方が職員の資質の向上

にもなりますし、自分たちもつくったという充実感もありますし、どうせ金かけるのだったら、

そういう金のかけ方というふうに逆に考えていった方が、その職員を育てるだとかという観点

から見れば、ずっとそっちの方がプラスかなというふうに考えるので、余り委託という部分に

頼らないで、今課長がおっしゃったように、自分たちができる部分は自分たちでやって、どう

してもできない部分だけそういう業者にお願いするという、そういう方向と、それと課長とも

去年道外研修させていただきましたよね。ごみ処理計画の内容がちょっと僕も定かでないので、

話は違う方に行ってしまうかもしれませんけれども、上勝ですとか、いろんなまちのごみに対

する対応ですか、いろいろ見てきましたよね。やっぱりああいうことが、かなり参考になる部

分がたくさんあったと思うのです。たまたま今課長がそのまま、今度機構改革でそこにいるか

どうかわかりませんけれども、そういうせっかく見えてきたものが白老町のいいところを計画

に盛り込まれるような、そういうものでなければ、せっかく見えてきた価値がありませんので、

もし課長がそのままいて、かかわることになれば、せっかく見てきたああいうすばらしいごみ

処理の取り組みというのですか、やっていた部分がありますので、ぜひそういう部分で取り組

めるものは大いに取り組んでもらって、白老町のいい処理計画をつくっていただきたいと思う

ので、そこら辺の意気込みをちょっと。  

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） 意気込みというか、だれが生活環境課担当するにしろ、これ

から環境の時代ですから、きちっと対応していかなければならないということなのですが、前

段の委託の部分、鈴木委員おっしゃるとおりだと思います。ただ、そこで私どもいろいろ過去

に行革何だ経験した部分でどうしても身についているのは、町民とみずからつくるというのは

当然なのです。その中で、専門的な、本当に特異な分野まで、それを行政マンがやるのかとい

ったら、どっちがコストがかかるのか、それを使いこなすというのが逆に行政マンとしての対
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応の仕方でないのかなというふうに思っているのです。ですから、基本はそういう形で持って

いくと。そのかわり、経費をかけないで、そういう分野に、単純な業務とか、そういうものに

ついては委託したり、いろんな方法を使っていくと。そして、コストの安い計画をつくるとい

うことが原則だと思っております。  

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） では、次の区切りにいきます。  

 10、５款労働費及び６款農林水産業費に入ります。206ページから220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。  

 18番、加藤委員。  

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤ですが、217ページ、（８）、白老牛商標登録事業、多少

説明はあったのですが、具体的にこの内容について伺いたいと思います。商標登録というのは、

非常に難しい問題があるのではないのかなと。今牛は全部耳に印がついているから、コンピュ

ータ措置もされているのでしょうけれども、具体的な事業について、まずお聞きしたいと思い

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）  商標登録の具体的な中身というご質問です。  

 まず、商標登録、これについては白老牛と今現在使われているのは子牛の生産、資質の改良

でつけられたのは昭和50年にいただいております。ただ、その後肥育事業が進んできまして、

そういう中で牛肉としてのブランドはないという中で、過去何回か商標登録に向けてしてきま

した。ただ、そのときにやっぱり商標登録とるという、地域名を使うということで特許庁の方

へ出す書類がかなりの量になるということで、今回97万3,000円を計上していますけれども、

その中身としまして弁理士、これは商標登録専門に行っているところがあります。これは、発

明協会、特許庁の下部組織なのですが、発明協会というのが札幌にあります。そこへ行って、

経費的なものを確認してきました。そういう中での、例えば出願経費、登録査定時の経費だと

か、そういう中間審査の事務の関係をその弁理士にお願いするということと、それから地域名

を使うということで、そういうブランドの取り組みをしている地域を関係者と一緒に視察をし

たいということで、これの旅費という部分で今回商標登録の経費として計上しております。  

〇委員長（吉田和子君） 18番、加藤委員。  

〇18番（加藤正恭君） 大体わかったのですが、まだこれから初歩の段階だという認識を今し

たのですが、白老牛が今値段もいいし、高く売れていると。にせブランドというのもこれから

考えられるのです。私ども子供のころに、冷凍技術がはやっていないときに、ニシンを東京の

築地に貨車輸送していた。小樽から出たニシンは高いと。ほか、北海道のどこかから行ったや

つは安いのだそうです。それで、厚岸のニシンなんかが随分とれたそうですけれども、わざわ

ざ小樽へ持ってきて、小樽の駅から出発すると築地で高く売れると、こういうようなにせブラ

ンドが一時はやった。今はそういうことはできない、冷凍技術が発達していますから、そうい
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うことは考えられないのですが、将来的には白老牛のにせブランドが発生する可能性もなきに

しもあらずということになったら、せっかく努力して優秀ないい品質の牛をつくった白老の農

家に対して大きな迷惑をかけるようなことも発生するかもしれないということを予想される

ものですから、十分にそのあたり検討して対処してもらいたいと思うのですが、そのあたりい

かがでございますか。  

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） 昔の部分で偽装、つい最近も牛肉については偽装問題があ

って、今食品の表示法が変わりまして、枝肉、精肉の前の部分で個体識別番号というのが必ず

つけられるようになっています。それで、それに基づいて、今度店頭で牛肉を売る場合も個体

識別番号を提示して売るという形になっています。それで、この個体識別番号というのが産地

から、どこの屠場で、そういうものが一目でわかるようになっています。だから、そのデータ

は今畜産事業団でそれを持っています。それで、各生産者、それから農協経由でそのデータを

入力しています。それで、個体識別番号をクリックすると、その牛肉の産地が全部わかるとい

う仕組みになっています。そういう中で、ほとんど牛肉については偽装は無理なのかなと。や

るというからには悪意を持ってやるわけですから、その辺の部分もやっぱりきちっと、この商

標登録をとるに当たって生産者と、それから町内の関係企業と一緒になってその辺の取り決め

をしたいなと思っております。  

 以上です。  

〇委員長（吉田和子君） 19番、根本委員。  

〇19番（根本道明君） 215ページの５番目、一番下のところなのですが、2,631万4,000円、

また次のページの農業開発公社、ここだと思うのですが、資源リサイクルの各畜産の事業、牛

ふんの事業なのですが、多分ここの部分だと思うのですが、今年度で多分終わったと思うので

すが、それの実情と、それとこれ以前のやった鶏ふんに対する取り組みがありましたよね。鶏

ふんの環境整備というものをやりましたけれども、その後の変化がどのようになっているのか、

この２点について。  

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）  今畜産環境の部分でいいますと、今年度、16年度で堆肥舎

整備と。これは、ふん尿を堆肥化する施設です。これの施設の整備が16年度で上物の部分終わ

ります。そして、17年度は今度は面的な整備です。草地整備だとか、それからでき上がった肥

料を運搬するトラックだとか、そういう農機具の導入ということになっています。それで、全

体的なものでいいますと、堆肥舎整備は24棟やっております。それから、もう一つ、高度化処

理施設というのが１棟あります。合計25棟を整備しております。それから、あと草地整備につ

いては、全体で182.23ヘクタールの草地整備をやることになっております。それから、農機具

についてはホイールローダー、堆肥運搬車、これらを入れていく形と、それから17年度でやり

ますパドック、要するに牛舎の周りの舗装です。それが17年度で２カ所あります。それと、構

内舗装、要するに堆肥舎と牛舎の間の道路、それの整備だとかが１カ所あります。そういう中
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で、今回資源リサイクル事業が17年度ですべて完了する形になります。  

 それと、もう一つ、鶏ふんの取り組みについてということなのですが……  

          〔「簡単でいいです」と呼ぶ者あり〕  

〇産業経済課参事（和野敏夫君） 鶏ふんについては、平成７年、８年でほとんど整備、飛生

地区の地下水汚染の部分でそういう形で整備をしております。それで、現在鶏ふんについては、

各事業所ごとで鶏ふんの発酵施設を設けて、その中でやっているという状況です。  

 以上です。  

〇委員長（吉田和子君） 19番、根本委員。  

〇19番（根本道明君） 今のお話聞いて、ほとんど白老町の牛ふんに対する設備投資というの

ですか、環境が整ったと思うのですが、ちなみに参考で結構ですから、概算、詳しい数字は出

ないと思いますが、この資源リサイクル事業をやって、白老町の経済効果といいますか、ちょ

っと方向が違いますが、それはどのようにとらえておるか、概略でいいですけれども、もしそ

ういうのがあれば、ちょっと参考のために教えていただきたいのです。  

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）  まず、堆肥舎の整備につきましては、これは地元発注とい

うことで、堆肥舎整備だけで８億の経費が地元の建設業の方へおりております。それから、こ

の施設につきましては、償却資産ということで、５年間の猶予後に課税になります。そういう

部分からいきますと、それの税収の部分の確保にもなるのかなと思っております。  

〇委員長（吉田和子君） 19番、根本委員。  

〇19番（根本道明君） これで３問目ですから最後になりますけれども、今８億円の地元の経

済効果があったというふうに、これは非常に努力の結果だと思うのです。このままの時点で指

導のごとくやっておれば、このような形にはならなかったわけなのです。ほかのまちは皆その

とおりやっていたから恩恵がなかったわけで、それだけ白老の建設業者の方々はある意味では

感謝していると思う。ある意味ではなくて、本当に感謝していると思うのです。そういうよう

なこと、これからこういうふうなことがいろんな課によってあると思うのですが、これと同じ

ような事例があると思うのですが、ぜひそういうような知恵を使って、できるだけ経済効果の

残るような形をとっていただきたいのですが、その辺助役、いかがお考えか。  

〇委員長（吉田和子君） 煤孫助役。  

〇助役（煤孫正美君） 私も詳しくありませんけれども、一種の学説によりますと、公共事業

によって、特に建物なんかにつきましては1.7倍の効果が出るというような学説があります。

それは、どういうことかというと、人の動きだとか物の動きだとか、そういうものによって1.

7倍と。ただ、それは従前の公共事業主体の世の中の考え方でしたので、今はそういうふうに

はいきませんけれども、そういうふうにまだ言っている人がおります。そういう面で、今言っ

ているように環境だとか、そういうものに貢献する事業、つまり公共事業も含めてですけれど

も、やはりそういうものは地域経済も大いに潤うということにはなりますので、そういうもの

を配慮した中で財政も考えて、補助事業を取り組んだ中で進めるべきだというふうに考えてお



 71 

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。今の問題のすぐ下、217ページ、白老牛取り扱いの看板設

置の問題なのですが、説明のときに白老牛の統一した看板を掲げるというお話があったわけで

すけれども、その目的、内容、そして戸数、そのあたり、もう少し具体的に教えてください。 

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、商標登録というのと抱き合わせの部

分と考えております。要するに商標登録で、今現在町内でもスーパーで白老牛というレッテル

が張られている商品が出ております。ただ、これの商品の製造元どこということで調べていき

ますと、町内の企業ということで表示になっています。ただ、今までそういう扱っている店、

それからレストランで、例えば白老牛肉のハンバーグ、そういうものを扱っているレストラン

に白老牛という表示がありませんでした。それで、今回商標登録をするに当たって、それらの

取扱店もきちっと明示していこうということで考えております。ただ、どれだけのものをつく

るのかということになりますと、今のところ町内の事業所というか、そういうレストランだと

か、そういうところを合わせますと25店舗ぐらいでやりたいなと思っております。ただ、これ

で１万円で20できるのかという議論もありますけれども、その辺は地元の建設関係だとか、そ

れからあとは一般の文房具店さんと打ち合わせをしながら決めていきたいなと思っておりま

す。  

〇委員長（吉田和子君） 13番、斎藤委員。  

〇13番（斎藤征信君） 白老のブランド品をそのような形で表に見える形でやっていくという

こと、ぜひ進めてほしいし、必要だろうというふうに思うのです。それで、そのことはそれで

歓迎するわけですけれども、あわせて考えると、白老の特産物、いろいろあるわけですけれど

も、そういうものが我々の目にきちっと触れて、どこでどういうものが生産されているかとい

うのがなかなか見えてこない。マークなんかをつくって、よそのお客さんなんかにわかるよう

に努力はしているのだろうと思うのですけれども、例えば一つ、たらこのことを取り上げまし

ょうか、たらこは虎杖浜あたりに行けばあちこちに加工場があり、取り扱っているうちがある

わけですけれども、直販店なんかあるわけですけれども、我々行ってみても、よくよく知って

いなかったら、そんなところ、なかなか探して歩いて買いに入ろうかという気にならないわけ

ですよね。そういうことからいうと、こんな話聞いたことあるのです。よそから来て、虎杖浜

たらこをぜひ買いたいと。どこへ行ったらいいのですかと、こう聞かれたときに、いや、どこ

の店と指定できればいいわけですけれども、やはりその人たちが散歩しながらでもあちこちの

店に寄りながら、自分で好きなものを探して歩けるような、そういう工夫というのが必要では

ないかと。そうすると、今看板があったのだけれども、看板立てるのには金がかかり過ぎる。

だとすれば、旗を立てて、虎杖浜名産のたらこ取扱店というような形で、あの通りに幾つか旗

が並んでいれば、あの通りへ行ってごらんと、そうすると自分で探して一番いいやつを買って

おいでということもできるのだけれども、そういうような工夫がないのではないか。少なくと
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もそういうような、牛だけではなくて、たらこだけではなくて、もっといろいろあると思うの

だけれども、そういうような地元の人間にも取り扱っているところがわかるし、来たお客さん

に説明もしてあげることができるような、そういう工夫というのがぜひ必要だと思っているの

ですけれども、そのあたりいかがでしょうか。  

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）  私の方からお答えさせていただきます。  

 今商標登録の方の関係につきましては、看板も含めまして、白老牛を今回手がけるというこ

とで、今町長の公約テーマでもあります食材王国ということで進めてございますので、今後ど

ういうようなブランドづくりをしていったらいいのか、どういうふうに販路拡大していったら

いいのかと。今内部でも定期的に議題にのっていますので、今後そういうものを考慮に入れた

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） 13番、斎藤委員。  

〇13番（斎藤征信君） ぜひともやっていただきたいのです。その方がやっぱりまちに活気が

出るということでもあり、白老町がそれだけ、旗ばかり立ったら変なまちになるかもしれない

けれども、でもやはりそういう努力をぜひやっていただきたいということをお願いしておきま

す。  

〇委員長（吉田和子君） 答弁はよろしいですね。  

〇13番（斎藤征信君） はい。  

〇委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。  

〇９番（吉田正利君） 今の件で質問いたします。商標登録については、もう既に手続を終わ

っているのでしょうか。  

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）  これからの詰めになります。それで、協議会をまず設立す

るところから、４月早々にでもその辺の話を関係者と詰めていきたいと思っています。  

〇委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。  

〇９番（吉田正利君） 商標登録そのものは先願主義ですから、これだけ公になっていると、

いろいろと危惧される問題があるのですが、気ついておりましょうか。  

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） 弁理士さんのところへお伺いして、いろんな商標登録につ

いての課題的なものもお聞きしております。それと、白老牛という部分で、白老と使っている

ところが全国で何カ所あるかというものは、７カ所既に白老という名前を表示してあります。

ただ、牛肉については、白老牛という、白老という名前もまだ登録されていないという状況を

発明協会の方で確認してきております。それで、今回の部分でいきますと、地域名を使うとい

うことで、かなり生産者の組織、それからそれを加工販売している組織、それから農家ばかり

でなくて、法人経営の牧場もあります。そういう方々を入れて、地域が一体となって商標登録

しなければいけないということが必要ですという話を聞いています。この地域が一つになると
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いうところが一番の課題でないのかなと思っております。そういう点で、ぜひ商標登録ができ

る体制をつくっていきたいなと。これから４月以降やっていくつもりでおります。  

 以上です。  

〇委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。  

〇９番（吉田正利君） 吉田です。今のお話聞いておりますと、これから協議して進めるとい

うことでございますが、ちょっと誤解があるのでないでしょうか。商標登録そのものは早く手

を打たなければいかぬわけです。これだけ公になっているわけですから、よく他の市町村でも

ございます。いざ出すときに、自分たちの商標そのものが既に先願されていると。これを協議

して、みんなで相談してやるという筋のものでないのです、これは。ちょっと勘違いでないで

しょうか。ほかの市町村でもありますよね。やったときに、既にもう先願されていると。北海

道にもございました。それで、それを今度後で紛争して大変になっておりますが、これはすぐ

手続するべきだと思います。そのように先生おっしゃっているはずですが、いかがでしょうか。 

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） 現在地域名を使った地域ブランドについては、これは特許

庁の方で、はっきり言って地域ブランド名については余り許可しないという状況にあります。

それが特許庁の方でその辺の地域ブランド名の使用についての考え方が17年、ことしの２月に

それの条件緩和ということでの取り組みがなされてきています。ですから、そういう部分で地

域が一体となった組織が申請する場合に地域ブランド名を使用できるという状況にあります。

それで、先ほども言いましたとおり、白老牛という商標登録が出ていないというのは、そうい

う組織立てがあって初めて特許庁の方へ申請できる、出願できるという状況だと思っておりま

す。  

 以上です。  

〇委員長（吉田和子君） ７番、西田委員。  

〇７番（西田祐子君） 219ページの白老ふるさと2000年の森運営経費、ここのところで次の2

21ページの補修事業のところで何を補修されるのかがまず一つなのですけれども、ここのとこ

ろで今一番私が言いたいのは、管理費を1,000万円以上払ってずっとやっているわけなのです

けれども、ここの森なのですけれども、もっと多くの方々に利用していただけるようなことを

何か考えていらっしゃるのでしょうか。ただ、毎年毎年何か管理運営費だけぼんと1,000万円

以上こうやってかかっているものですから、その辺のことを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） この白老ふるさと2000年の森運営経費、これにつきまして

はビジターセンターだとか、それからインフォメーションセンターだとか、それとあそこのポ

ロト2000年の森の部分を観光協会の方へ業務委託をしています。それで、そこの運営に係る人

件費、それだとか駐車場だとか施設の周りの草刈りだとか、そういうすべてを入れてこの委託

費を組んでおります。  

          〔何事か呼ぶ者あり〕  
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〇産業経済課参事（和野敏夫君）  済みません。それと、2000年の森の保守事業費の部分です

か、これにつきましてはバンガローや何か、それからビジターセンターのところ、老朽化して

いる箇所があります。それを補修していくという事業です。  

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）  私の方から事業費1,000万円以上かかっていて活用策どの

ように考えているかということについてお答えしたいと思います。私も観光協会の方に派遣さ

れていたものですから、その部分でお答えしたいと思います。  

 ふるさと2000年の森のあそこの入り込みでございますけれども、年間５万人から７万人ぐら

いの入場者がおります。当然キャンプ場でありますとかバンガロー等についても活用されてい

ると、そういうことで認識しております。  

 私が観光協会にいたときに、なおあそこの施設を有効に活用しようということで、緊急雇用

のお金を使わせていただいたのですが、自然ガイドの養成事業も行っていまして、今あそこに

６名から10名ぐらいのガイドさんが張りついております。そういうことで、そういう方々が訪

れた方々を楽しく有意義に過ごしていただくような事業も今進めていますので、そういう形の

中であそこに憩いですとか安らぎを求めていっていただくような役割を果たしていただける

ような形のものを今つくり上げていく。今後観光協会の方でもいろんな手だてを考えていくの

であろうという考え方でおります。  

 以上です。  

〇委員長（吉田和子君） ７番、西田委員。  

〇７番（西田祐子君） 私今ここ聞きましたのは、先ほどの牛肉にもちょっとかかわりあるの

ですけれども、ここでキャンプなどをすると、お肉とか野菜とか買う場所がないという話がよ

く聞かれるのです。その食材を買うために、どこに行ったらいいのだろうと。私なんかちょこ

ちょこ聞かれるのです。そういうことも含めて、せっかくお客さん来てくださって泊まって、

例えばポロトとかそういうところの温泉に夜入って、おいしい肉を食べたいという観光客のた

めに、もうちょっと工夫していただけたらありがたいなと思うのです。それは、やっぱり観光

地白老としての仕事ではないかなと思うのですけれども、その辺お願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） その部分につきまして、今まであそこのポロト2000年の森

の部分は、北海道森林管理局の方からお借りをしてやっていまして、そのときにあそこで売店

等のそれはできないという状況ありました。それで、あの2000年の森を誘致したときに町内の

32団体ぐらいの協議会をつくっております。その協議会がそこで事業を行うなら、利益を最小

限に抑えて出店をすることは可能だという話でした。それで、今回書面で、もう大分以前につ

くった協議会なので、それを書面で解散総会しました。そういう中で、今回新たに関係する５

団体でその協議会を組織して、そういう５団体の中で今西田委員さんが言われた特産品の販売、

要するにそこから上がる収益を2000年の森のＰＲ等に使うという目的でそういうものをやっ

てみたらどうだという話が今現在出ています。それで、まさに私たちの方もそういうものに観
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光協会とちょっと連携を持ちながら17年度取り組んでいきたいなと思っています。  

 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） では、次の区切りへ進みます。  

 ７款商工費に入ります。222ページから228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。  

 13番、斎藤委員。  

〇13番（斎藤征信君） 228ページ、観光客の誘致の問題で、登別との提携でコタンナイト、

イオルの事業、一定の大きな成果を上げてきたというふうに聞いているわけですけれども、こ

れを長続きさせていくために、時間的にも労働的にもかなり無理があるやにも聞いているわけ

です。どういう反省しているのか、これからどういうふうに発展させようとするのか、このあ

たりわかりましたら教えていただきたいのですが。  

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） コタンナイトの件につきましてですが、この事業につきま

しては過去２年やってございまして、１年目は１回目ということもありまして、40日間やりま

した。夏場の期間、道外からお客さんが訪れて、登別にお泊まりいただいて、夜何もすること

がないということで、登別と白老町の連携事業でそういう機会だからこそアイヌ文化を見てい

ただこうということで、夜開始するようになりました。１年目につきましては40日間というこ

ともありまして、結構長丁場という部分がございまして、職員にも少し負荷がかかったところ

があったとお聞きしております。昨年度期間も少し短くいたしまして、20日間の形でやらせて

いただきました。ただ、去年は北海道の方も猛暑で暑かったということもありまして、またア

テネオリンピックの開催期間中でもあったということで、入り込みはそんなに芳しくはなかっ

たですが、来ていただいた方には十分喜んでいただけたのかなと思っております。ことしにつ

きましても、財団の方ではぜひ続けていきたいと。何事も３年間続けたいということで、やる

方向では動いております。これも旅行業者のご協力もいただきまして、去年までは着地といい

まして、こちらの方に訪れてからその事業を知るというようなプログラムで進んでいました。

ですから、登別温泉に泊まられたとき、初めてあるというのがわかるような状況でしたけれど

も、ことしについては事前に旅行会社とタイアップしまして、もう既に向こうの方に発信して

います。オプションとして旅行プログラムの中にそういうものがあるよ。発地の方で情報が知

れるというような形で、ことしは少し拡大してみようかなと思っています。また、これをやる

以上は入っていただいて、文化をきちっと見ていただきたいという部分もあるものですから、

どんなような形でＰＲしていけるか。当然７月、８月の実施ですから、もうちょっと時間あり

ますので、いろんな方向でＰＲしてもらって、多くの人に入っていただきたいと。それが将来

的にわたって財団の経営に寄与すればいいのかなというような形で、ことしは少しＰＲに力を

入れてみようという形でお話しさせていただいています。  
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 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） 行って内容を見る限り、すごくすばらしいものだと思いますし、やは

りぜひみんなに見てほしいという思いは私も同じなのですけれども、今までも何回か話しされ

たけれども、登別に泊まって、ホテルでほっとした時間帯に、さあ、これから行きましょうと

言って出てくるのがなかなか時間的に大変だとか、それから連続ずっとやったおかげで、踊っ

ている人たちがかなりの過重労働になったというような話なんかも随分あるので、そのあたり

気をつけなければならないなと。それを何とか別な工夫で解決していきながらやってほしいな

と思うのですが、登別だけではなくて、白老に宿泊している人たちへの対策というのはどうい

うふうになっているのか、そのあたりもありましたらちょっと。  

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） これは、登別と白老町との広域連携の中で動いている大き

な事業ではございますが、これは当然町内にもホテルございますし、そういうところも訪問さ

せていただきまして、そちらの方からも見ていただけるような形のＰＲ事業は当然しています。

当然登別の方からバスで来ませんので、これは料金的に安くするですとか、そういうような形

で対応をさせていただいています。当然町内の方も多く見に来られますし、初めて見に来られ

た方は大変感動して帰られると。お盆ですから、お盆近くにお客さんが来られたときに一緒に

初めて入られたという方もおられますし、何回か財団入っているのですけれども、これを見て

認識を改めた、すばらしいものだと言っていただくお客さんも当然おりました。ですから、当

然登別と連携という事業は大切ですけれども、町内に泊まっていただくお客さん、それから町

民の方にも多く入っていただきたいという形で思っておりますので、これから財団中心になり

ますけれども、どういうふうにＰＲしていくか、もっともっと詰めて、たくさんの人に見てい

ただきたいと、そのように思っています。  

〇委員長（吉田和子君） 13番、斎藤委員。  

〇13番（斎藤征信君） お客さんをもてなすということで、ちょっと別なことをもう一つだけ

お聞きしておきたいのですけれども、例えば白老で漁港ができた。だから、漁船が入って、こ

こへ泊まったお客さんが生きのいい魚をじかに食べさせてもらえるのでないかと、こういうふ

うな期待というのは我々も感じるわけですけれども、実際にはこの流通機構のせいだろうと思

うのですけれども、よそを回って、逆に戻ってきたやつを買う、それで価格的にもかなり高い

ものにつく。だから、ホテルなんかではいろいろな工夫をしながら直接それぞれのルートで取

り寄せているとかなんとかというのだけれども、そういうような状況の中で、やっぱり単純に

考えれば、秋口のいさり火がだあっと並んだときに、それを見ながら次の朝、生きのいいイカ

刺がじかに入ってきて食べれるというような、そういうことというのはやっぱり期待するだろ

うと思うのです。そんなふうなことがみんなホテルだとかそういう宿泊場所が何か統一した形

で、そういう生きのいい、生鮮の水産物が受け入れられるような、そういうような体制という

のがつくれるのが難しいのかどうなのか。もしそういう形をとらなかったら、せっかく漁港が
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できた意味がないなという気もするのですけれども、そのあたりはどういうことになっている

のか教えてください。  

〇委員長（吉田和子君） 上坊寺産業経済課長。  

〇産業経済課長（上坊寺博之君） 今の点は、ホテルの方で地場産品を使っておもてなしをと

いうことだと思いますけれども、私も観光協会に２年弱いましたけれども、そういうことは町

の課題でもありましたので、ホテルの方を結構回らさせてもらいまして、白老は白老牛もあり

ますし、当然海産物、それから林産物、卵ですとかシイタケもあるものですから、そういうも

のの活用ということでも２年間かけて話させていただきました。ただ、個々のホテルになると、

やっぱり個々のホテルの営業という部分がありまして、なかなか意見がまとまらないというの

が正直言ってございました。私は、ホテルのことを考えますと、当然登別と対比します。登別

は１カ所のホテルのキャパが1,000も2,000もある。ですから、バイキングやって、そこそこの

料理を出してもてなして満足していただく。その反面、白老というのは100ぐらいのキャパで

すから、そういう同じことは当然できないというのがあると思うのです。ですから、虎杖浜ら

しさというものを当然出していかなければならないですし、そういうものを使っていきません

かという話をさせてもらった経緯もありました。ただ、今個々の宿泊所でやっているところも

実際にあるのです。そういうところはリピーターがついたり、やっぱりそういうような状況に

なっています。ですから、ぜひ今後もそういう地場産品を使ってもらって、少し料金は高くて

もいいですから、満足して帰っていただけるようなものをぜひつくっていけないかと。それは、

やはりホテルの組織もありますし、供給する漁組ですとか、そういうところも当然あると思い

ます。そういうところの中間に入りながら、何とか虎杖浜のホテルらしいブランドをつくって

いけないかなという考え方をちょっと持っていますけれども、少し時間がかかるのかなと思っ

ています。  

 以上であります。  

〇委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。  

〇４番（鈴木宏征君） 227ページ、企業誘致促進住宅の建設なのですが、この規模とか金額

を見ますと、地元の企業でもできる数字だと思うのですが、考え方として地元に発注するとい

うお考えになっているのかどうかということ、そこら辺ちょっと確認したいと思います。  

 もう一つなのですが、商工会と観光協会の補助金見ますと、今まで継続して職員派遣してい

るのですが、その職員の派遣について、今後も継続していくという考えなのかどうかというこ

とを確認したいと思います。  

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） 企業誘致促進住宅の件でございますが、これは来年度一応

発注でございます。基本的には、従来から町長申していますように地元企業さんに発注すると

いう考え方で進めたいという考え方を持っております。  

 それから、派遣の問題ですけれども、私担当の方としましては、過去に３年間派遣させてい

ただいていますが、その中でまだ観光協会も商工会も課題を抱えていると私は思っております
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ので、できれば十分連携のとれる職員を継続して派遣していただくように町長の方にはお願い

している次第であります。  

〇委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。  

〇９番（吉田正利君） 吉田です。225ページ、町長の施政方針にのっておりますが、魅力あ

る商店街づくり事業として調査費を30万円組んでおります。これについて、具体的にいつまで

何をしようとしているのか、ひとつ説明願いたいと思います。  

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） 魅力ある商店街づくり事業ということで30万円計上させて

いただいております。これにつきましては、従来からの課題になっていました大町商店街の空

き店舗対策という形で計上させていただいています。これは、過去何年も、現状から見て課題

はあったということは認識しております。ただ、私が来ましてから商工会の職員ですとか理事

さんと話させていただく機会がございまして、その中で空き店舗、なかなか難しいという話は

出てくるものですが、実態としてきちっと押さえられているかといったら、それはちょっと難

しいところがあるものですから、本当に実態調査にかけてみようということで、今計画してご

ざいますのは、現状把握をきちっとしましょうということをまず提案させてもらっています。

一つは、空き店舗の状況、一つは後継者の問題、それとお店を継続していけるのかどうか、あ

とは店舗が自己の所有になっているか借家であるか。また、その店主の意向がどういうふうに

なっているかと、それが現状把握で今やっていきたいと。もう一つは、消費動向調査というの

をしまして、買い物の動向調査、これはどういうふうになっているのか、町内、町外含めまし

て、どういうような動向になっているか、これも専門のところに委託するか何かして調査して

みたいと思っています。それと、商業統計等の分析をもとに、商業流出入の調査、それとイオ

ンの開店ということもございますので、その部分の影響度がどういうふうになるかという、そ

ういう調査もしたいという考え方をしております。それとあと、大町商店街の通行量調査、ど

ういうような人の動向になっているか、車の動きはどうなっているか、こういう部分も調査し

たいと考えています。それと、講習会、それと先進地視察を予定してございます。これは、予

算つき次第、新年度早々着手をしまして、なるべく早い時期に集約をしまして、今白老商業振

興会も商工会とタイアップして、この問題については取り組むという姿勢を今お持ちのようで

ございまして、これにも予算かけていただくということになっていますので、役場も入りなが

ら、そのまとめた結果をどういうふうに生かすのかという協議の場ですか、そういうものをき

ちっとつくっていきたいなという考え方でおります。  

〇委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。  

〇９番（吉田正利君） わかりました。  

 大町商店街に至っては、生命線だと思うのです。先ほどイオンのお話も出ておりました。そ

ういうふうな感でございますので、これは相当スピードを上げて早期に実施して方針を立てて

いかなければ、ただ予算化しただけで済んでしまうということでは困ると思うのです。十分当

初計画の中でじっくりと検討して、早期に立ち上げてもらいたいと思います。  
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 以上です。  

〇委員長（吉田和子君） 答弁はよろしいですか。  

〇９番（吉田正利君） いいです。  

〇委員長（吉田和子君） 暫時休憩をしたいと思います。  

          休憩 午後 ４時５２分  

                                         

          再開 午後 ５時０９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。  

 ７款商工費の中で質疑のある方、いらっしゃいますか。  

 17番、及川委員。  

〇17番（及川  保君）  17番、及川です。225ページの商工振興費の中の（７）、食材王国し

らおい誇りある故郷づくり事業ですか、これは17年度の町長の目玉の政策なのですけれども、

もう少し詳しく中身をお知らせください。今いろいろ先ほどから白老の食材を議論されて、ま

さに食材王国という状況なのですけれども、非常に大事な17年度の大きな事業になろうかなと

思うのですけれども、トータル210万円ですか、それと負担金がこの中で150万円、この事業化

研究事業、補助金として今事業60万円ですか、この中身を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） それでは、生活産業事業化研究事業の内容をご説明申し上

げたいと思います。これは、北海道の補助事業でございまして、正式名称は生活関連産業事業

化共同研究事業といいます。これは、北海道の経済部新産業振興室の補助事業になります。今

現在全道で公募事業でございまして、白老町は手を挙げてございます。これは、白老町と登別

の広域連携という中で手を挙げさせていただいております。これがつきますと、新年度からす

ぐ動くものですから、予算化をお願いしてございます。  

 それで、内容でございますが、これは白老町と登別市との広域連携を図りながら新産業の創

出と雇用を目指すというものでございまして、一応内容的には食材王国と、こういう趣旨に合

うものですから、ここの科目に計上させていただいております。では、どういう事業をやるの

かと申しますと、今コンシェルジュと、片仮名なのですけれども、よく外国へ行くとフロント

の横にデスクを設けまして、いろんなお客さんの要望にこたえていただける特定の人がござい

ます。それをコンシェルジュというのですけれども、日本語に訳すとちょっと難しいのですけ

れども、総合案内所と言っていいのでしょうか、それとトータルマネジャーと言っていいので

しょうか、そういう機能を今白老町と登別でつくっていきたいと。それは、観光に訪れる方に

的確な情報を提供してあげるということと、それと体験観光を組み合わせて、いろんなプログ

ラムをつくってあげる、いろんな情報を出してあげる。その中から事業を起こしていこうとい

う事業なのです。これは、道から示されておりますのは、補助率が２分の１で300万円以内と

いうことになっていまして、北海道が300万円持つと。共同事業ですから、白老町と登別が半

分ずつで150万円という事業です。これは、事業年度が２カ年、採択されますと継続されます。
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１年目が調査研究、そういう生活産業を興すための１年目は調査研究に当たります。２年目に

実証研究をしていくという事業であります。この事業をやるときに共同体の組織をつくらなけ

ればならない。そこに北海道も入ってきていますし、白老町、登別市、それから事業者、観光

事業者ですとか、そういう１次産業の事業者ですとか、また交通体系の事業者ですとか、それ

とシンクタンクを入れて、まず研究事業、要するに生活に密着した産業興しをやっていこうと。

うちと登別は、観光というものが一つの共同になる産業の基礎でありますから、ですからそう

いう観光産業というのですか、それに特化したもので産業興しをしていこうと。今その中心に

なるところが、予定しているのは観光協会の方にやっていただきたいという思いをしておりま

す。というのは、昨年旅行業者の体験プログラムに合わせまして体験型旅行協議会というもの

を組織しまして、今観光協会の中で事務局を持って動いてございますが、それもそういう機能

であるという考え方。というのは、エージェントから要するに注文をいただいたときに、体験

事業者をつなげる役目ですね、料金もそこで収納しますけれども、手数料をいただいてつなげ

る。ですから、今観光協会を一つのそういう中心母体として考えていまして、そこが公益法人

ですけれども、収益の上がる事業体に少しシフトしていっていただきたいというような願いを

込めまして、そこを中心に今組み立てていっていただきたいと。これ調査研究事業ですから、

北海道も入って組み立てますので、どういうふうな形で動いていくかというのはまだはっきり

は見えてきませんけれども、一応は今考えていますのは、体験観光に係るマーケティング調査

をまずそこで調査研究事業でやってみたいと思っております。もう一つは、登別市と白老町に

おける案内機能ですね、どういうような役割を果たしていくのかという調査研究をしていきた

いと。その中で、経済効果を生み出す仕組みをつくっていきたい。その中に旅行業法を組み入

れなければならないのか、そういう課題も含めまして調査研究していくということになります。 

 それと、今登別の方で考えていますのは、ＩＰ電話を使いまして、その案内所とホテルをつ

ないで、外国人の対応ですとか、直接テレビ電話みたくなりますので、そういうものの研究も

してみましょうと。それと、インターネット上に総合ウエブを設けまして、そこの中で瞬時に

白老、登別エリアの観光情報、俗にパンフレットに入っている情報ばかりではなくて、先ほど

も言いましたように食事の食べるところですとか、細かい情報まで入れれるようなウエブを組

み立てられないかという構想の中で今動こうとしております。それをデータベース化しまして、

例えばその中に特典をつけていって、例えばインターネットで検索したときに、どこどこのホ

テルに行ったときに何百円割り引きになりますよと、そういうとれるような仕組みをつくりま

して、そのコンシェルジュ機能に手数料が入る仕組みをつくっていきたいというような形で動

きたいなと思っています。ですから、これが事業化にいくかどうかというシミュレーションま

で含めて、北海道も入った中で事業者を入れて、白老町、登別も入りながら研究事業を２年間

でやっていきたいと。  

 ３月中に応募はしてございますけれども、白老町が当たったということでまだ来ていません。

ただ、もしかつけば新年度早々に動く事業なものですから、予算を計上させていただきました。

うちの可能性としては採択いただけるのかなと思っております。  
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〇委員長（吉田和子君） ほかに質疑ございますか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） なければ、次の区切りにまいりたいと思います。  

 ８款土木費に入ります。230ページ、１項土木管理費、１目土木総務費から240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。  

 13番、斎藤委員。  

〇13番（斎藤征信君） 斎藤です。町道に関して伺います。町道に関して言えば、前に鉄北側

の道路が悪いよと議会でやったら、その後直ちに栄町の道路なんか直っていたのを見て、大変

スピーディーな処理の仕方、感謝しております。  

 今回はそのことではないのだけれども、ようやく除雪の季節が終わったわけですけれども、

ことしの除雪の経費というのは例年の何割増しになったかどうか。やっぱりいつもより多かっ

たのではないかと思うのですけれども、私、この間３月過ぎてから10日ごろでしたか、最後の

雪が降ったときに、雨まじりでぐちゃぐちゃになっていたときに、走っていて、私の車は車高

が低いものだから、真ん中をががっとひっかけていたのです。鉄北側の太い道路、横に走る道

路何本かあるわけですけれども、走っていてひっかかるところと、ちょっと行くとすっと通れ

るところと、ひょっと見たら除雪はしたはずなのに、部分的にわだちができて車がひっかかる

のです。それを見て、これはどういうやり方をしているのかなと疑問を持ったのです。だから、

一つは、季節が季節だからさらっと取ればいいという、そういう指示でやったのか、あるいは

業者に頼んだときに、１回出動すると幾らと契約というのがあると思うのですけれども、ひっ

かかったから全然除雪をしなかったのではなくて、部分的にかなりしてあるような状況なので

す。そうすると、その契約金を払っているのに、業者が手を抜いたのか、あるいは雪の取り方

を町側で指示をして、そういう取り方にさせたのか、そのあたり、もしそういうことがあれば、

これはちょっと問題だなと思ったものですから。  

          〔「腕の相違だ」と呼ぶ者あり〕  

〇13番（斎藤征信君） 腕の相違と言えるのか、その辺の状況はどうだったのか教えてほしい

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） まず、経費の問題ですが、今回この間の３月10日から12日ですか、

10回出ております。それで、一応その合計といたしまして4,595万9,000円という除雪費になっ

ております。これは、過去10年間最高でございまして、平成14年に今まで最高で3,100万円だ

ったのですが、それが約1,400万円、ことしはオーバーしていますよということでございます。 

 それと、除雪の仕方なのですが、決して私ども手抜いてやれとか、さらっとやればいいよと

いう指示は一切出しておりません。雪の質にもよりますし、また重機の形にもよります。それ

とまた、今回の場合の真ん中残ったというのは、先にかたい雪降っていたのです。その後解け

たということがございまして、真ん中あたりがわだちになったというのも確かです。寄せられ

て盛り上がったというのも、桜ケ丘通りだとか、そういうところが主だったと思います。そう
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いうふうな中で、確かに除雪の仕方が悪いのでないかというご指摘もございます。それは、重

機の設備の問題もあるわけなのです。きちっと除雪用に対応したスノープラウつけた重機であ

れば、ある程度そこまできれいに取れるのですが、バケットであれば、やはり５センチぐらい、

最低でも10センチ、ことしであれば多いですから、ある程度10センチぐらい残った形の中で押

していくというのがそのような状況になったというのは確かでございます。それと、もう一つ、

末広地区については特に道路が悪いということと、悪い中で今度マンホールが飛び出している

ということもございまして、その辺はやっぱりオペレーターも相当気を使った中でぎりぎりの

線で除雪しているというのが今回目立ったのかなということでございます。それで、マンホー

ル事故につきましても、やはり今回も萩野12間だとか、いろいろ数えたら相当な数出てきてお

りまして、パンクということもあり得ます。そういうふうな中で、やはり道路が悪いという中

で、末広地区なんて特にそうなのですが、やはりオペレーターの方が相当気使った中でやられ

ているというのが確かでございますので、その辺はご理解いただきたいなと思います。  

〇委員長（吉田和子君） 13番、斎藤委員。  

〇13番（斎藤征信君） 大きい道路、そんなにでこぼこの道路ではないはずなのです。すっと

取れば全体的に雪が取れるはずなのに、部分的に固まっている部分とすっと何もないところと、

そんなふうなのが何でできるかという……それはどうでもいいです。それはいいのですけれど

も、確認しておきたいのは、依頼する業者がきちんと毎年確保できて、ことしも１年間通して、

シーズン通して業者がきちっと確保できていたのかどうなのかという。入れかわり立ちかわり

になると、そういう技術の問題や何かも出てくるわけですけれども、そういう１シーズン通し

ての契約というのができていたのかどうなのか。人の話によれば、同じところを何回も取った

のだけれども、こっちの道路はさっぱり取ってくれなかったなんて、多分それは何だろう、な

れていないからでないかなんていうような話もあったものだから、そういう業者との関係とい

うのはどういうことになっているか、それだけ。  

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）  業者については、こちらからお願いいたしまして、ほとんどの業

者が毎年契約させていただいております。そういうふうな中で、今回２台ぐらい減ったところ

がございまして、そのやりくりの中で今まで持っていた地区が変わってしまったりなんだりし

ている箇所は、白老だとか萩野地区もございます。そういうふうな中に、さらに途中で重機が

故障しただとか、また仕事上どうして来れないという重機が、その日のうちに２台なり３台な

りあるわけなのです。それを要するにやりくりしながら、早く終わったところをそっちの方に

回すとか、そういうふうなやりくりをしている中で、いつも契約している担当区域でなく、別

な区域に行く重機もあるわけなのです。やはりそういうところについては、除雪を残してしま

ったり、そういうことがたまたまあるのですが、それもパトロールの中で、各地区にうちのパ

トロール車が３チームになって常に回ってやっておりますので、その辺は一応カバーできてい

るのかなということでございます。ただ、そのとき業者については、本当にこちらの方からお

願いして、半分は遠慮させていただきたいという業者がほとんどなのです。やはり自分たちの
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仕事が大事なものですから、土木業者さんだとか、要するに砂利業者さん、そういうふうな業

者を無理に頼んでいるところもございますので、今私方、今回は確かに10回も出ましたけれど

も、今まで、去年あたりだったら1,700万円かそのぐらいしかないものですから、設備整える

ような費用も出せない、車検をとるのが精いっぱいというような状況なのです。そういうふう

な中でお願いしているものですから、だからさらっとやればいいとかなんとかという指示は一

切しておりませんので、その辺ご理解いただきたいなと思います。  

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。１点だけ、どこに入るかなと思ったのですけれども、

たしか17年度中に四季彩街道、オールシーズンなるという話だったはずなのですが、現状どう

いうふうになっているか、その１点だけ。  

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） 北海道とのかかわりございますので、私の方からお答えさせてい

ただきます。  

 目標としては17年度ということでの目標を掲げて北海道も鋭意努力されてございまして、17

年度ということになると来年の３月までというふうになりますので、今の予定では17年度目標

ということで通年通行できるように、シェルター部分は平成16年度で完成したのですが、まだ

吹きだまりのほかに雪崩対策というのが残ってございます。17年度でそういう事業も工事実施

していかなければならないと。それから、冬場の通行のときの路面状態がどうあるかという、

そういう専門的な調査もしなければならないという部分がございますので、その辺を十分見き

わめて、安全確保されてから通行させたいと、こういうふうに北海道の方では私どもの要望に

対してはそういう回答をいただいております。ですから、はっきりその辺見えましたら、また

お知らせしたいというふうに考えております。  

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） では、次に進みます。  

 240ページ、２項河川改良費から250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。  

 ５番、玉井委員。  

〇５番（玉井昭一君） ５番、玉井です。１項目だけ。241ページ、河川改修事業の13節委託

料、これが3,517万7,000円になっております。ちなみに、工事請負費が7,550万円になってい

るわけです。それで、設計監理等委託料、調査設計委託料が工事費の約２分の１となっている

わけですが、ちょっと割合が合わないような気がするのですけれども、これぐらい設計監理費

用はかかるのでしょうか。  

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）  この委託料については、床固め工を２個分見ております。その床

固め工というのは、要するに砂防ダムの小さくしたものなのですが、そういうふうな中で割と
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大きな構造物という形になるものですから、そのような金額になっております。  

 以上です。  

          〔「工事が7,000万、それとどういう関連」と呼ぶ者あり〕  

          〔「だから、二つ入っているというんでしょう。二つ分、それは  

            わかったけど、それにしても大きいんだよな」と呼ぶ者あり〕  

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）  この工事費については、調査の床固め工との箇所は違います。こ

れは、一応来年、再来年の分の２期分を調査設計するという委託料でございます。  

〇委員長（吉田和子君） ５番、玉井委員。  

〇５番（玉井昭一君） そうすれば、この工事と違うという、要するに設計監理委託料がこれ

だけあるということはかなり膨大な工事があるということですね、来年は。という意味ですね。

おおよそでいいですよ。  

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）  これについては、来年度の委託費となっておりますが、実は来年

度も、これは7,000万円で16年、17年の事業ということになっております。２カ年計画になっ

ておりますので……  

〇委員長（吉田和子君）  設計委託料が3,500万円というのは、これは今する工事ではなくて

……  

〇土木課長（山本憲次君）  そうです。  

〇委員長（吉田和子君）  その3,500万円は幾らぐらいの工事の設計料なのかと聞いていると

思うのです。  

 暫時休憩いたします。  

          休憩 午後 ５時３３分  

                                         

          再開 午後 ５時３３分  

〇委員長（吉田和子君） 休憩を閉じます。  

 煤孫助役。  

〇助役（煤孫正美君） おおよそになりますけれども、これから調査かけていきますけれども、

243ページの上の方に床固めＮ３基、床固めがＮ２基と、これ数字的には若干動くかもしれな

いですけれども、このぐらいの規模の事業が出てくるということです。要するに前年度調査設

計をかけて、次年度は本工事がそのぐらい出てくるということで。  

          〔「１億5,000とか２億とかという話でしょう」と呼ぶ者あり〕  

〇助役（煤孫正美君） それは、補助事業ですので、どれだけお金がつくかというのは来年度

になってみないとわからないということです。  

          〔「設計料の割合からいけばわかる」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 金額を知りたいということですので、暫時休憩をいたします。  
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          休憩 午後 ５時３４分  

                                         

          再開 午後 ５時３６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。  

 山本土木課長。  

〇土木課長（山本憲次君）  済みません。まず、委託料の方、先ほど答弁したやつを訂正させ

ていただきます。それで、委託料の内訳なのですが、3,517万7,000円のうち床固め工の実施設

計というのが1,086万6,000円です。あと2,381万1,000円につきましては、河川用地、今やった

後の用地確定の測量調査という費用になっています。  

          〔「用地改良」と呼ぶ者あり〕  

〇土木課長（山本憲次君） 測量です。工事終わった後の、要するに確定測量ということで2,

381万1,000円。それと、もう一件の来年度の工事費なのですが、床固め工２基で8,800万7,000

円の予定で今組んでおります。  

 以上です。  

〇委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。  

〇４番（鈴木宏征君） 251ページ……  

〇委員長（吉田和子君） 251ページの都市計画費まで。  

〇４番（鈴木宏征君） 済みません。  

〇委員長（吉田和子君） よろしいでしょうか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） 次へいきます。  

 250ページ、３目公園費から260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。  

 ４番、鈴木委員。  

〇４番（鈴木宏征君） 251ページの白老駅北広場の道路のことなのですが、15番工事請負費、

この全体ですね、249ページの（５）です。これでちょっと財政……。これですね、公園費と

言わなかったですか。  

〇委員長（吉田和子君） 250ページまでですから、249ページだったらさっきのところで入っ

ています。  

〇４番（鈴木宏征君） こっちの251ページの方に続いていたので、そっちの方で……  

          〔「総体で聞けばいいんだ」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） では、総体でよろしいですか。後ほど、申しわけありません。  

 ほかに質疑のございます方、どうぞ。250ページから260ページの間です。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（吉田和子君） では、次へいきます。  

 ９款消防費に入ります。262ページから272ページまでの消防費全般について質疑のございま
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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。１点だけお尋ねをします。過日新聞で防災センター

の件が出ていましたけれども、まだ予算全体、国、道終わっていないかもしれませんけれども、

現状ではどのような状況ですか。説明してもいい範囲でお願いします。  

〇委員長（吉田和子君） 飴谷町長。  

〇町長（飴谷長藏君） 実は、具体的に私の方からも防災センターと白老町の消防本部との合

築を開発局の担当課長の方に、ことしに入ってからもその協議をいたしました。私の方からは、

金を余り、我々の負担があるものですから、何とか金かけない方法ということで、いずれ我々

が管理することになるでしょうと。消防が24時間体制ですので、管理してあげるので、うちの

負担金ゼロというわけにいかないですかと言ったら、そんな甘いことにはならないと言われた

のですが、ただ担当の課長さんはなるべく負担のないようにというのと、私の方から申し上げ

たのは、津波の関係もあるものですから、建物を高くしていただきたいというのと、でき得れ

ば高床にして、そこに消防だとか備蓄をしたいのだという話もさせていただきました。いずれ

にしても、町の負担分は最小限にしていただいて、国の方でできる限り整備していただきたい

というお話はしております。担当の方でもまた、これから細部にわたって打ち合わせするよう

にしますという約束でお別れしております。  

 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。ありがとうございます。17年度は幾らか予算はつき

ますか、それだけ。  

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） 今担当レベルの打ち合わせの中では、今年度予算要求していると、

こういうことですので、現在国会審議中ですので、４月に入るとその辺見えてくるかなという

ふうに思います。今そういう状況であります。  

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。267ページ、一番下になりますけれども、消防、非

常勤消防団員、定員130名となっています。これは、地区別に何人ずつになるか。それと、業

務内容というのですか、仕事の内容、これについてちょっとお伺いします。  

〇委員長（吉田和子君） 前田消防長。  

〇消防長（前田登志和君） 地区別の消防団員の内訳につきまして、まず本部団というのがご

ざいまして、これは団長、副団長と女性消防団が入っておりまして、団長１人、副団長２人、

女性消防団が10人ですから、13名でございます。社台分団が20名、白老分団が23名、萩野分団

が21名、竹浦分団が25名、虎杖浜分団が28名となっております。  

 あとお仕事の分担ですね、消防団員の仕事ということでございますね。  

          〔「はい」と呼ぶ者あり〕  
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〇消防長（前田登志和君） 消防団員は非常勤でありまして、ふだんほかの仕事を持っており

まして、火災ですとか、いろいろな災害のときに手伝ってもらうということと、あと防火査察

等を行っております。  

 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。ありませんか。  

          〔「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が、これにご異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（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 ５時４５分）  

 

 


