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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２号） 

 

平成１７年３月２４日（木曜日） 

   開  議  午前１０時００分 

   閉  会  午後 ４時４８分
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    ◎開議の宣告 

〇委員長（吉田和子君） ただいまから昨日に引き続き予算等審査特別委員会を開催いたしま

す。 

 これから本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

                                           

    ◎議案第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） 引き続き議案第11号 平成17年度白老町一般会計予算、予算書274ペ

ージをお開きください。10款教育費に入ります。274ページから280ページまでの１項教育総務

費全般について質疑のございます方、どうぞ。 

 18番、加藤委員。 

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤ですが、280ページ、一番最後でございますが、281ページ

の（４）、入学準備金貸付事業、これは昨年からだと思うのですが、16年度の実績はどのよう

な状況であったか、それをお聞かせ願いたいと思います。 

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） 昨年の４月からことしの３月までの実績ですけれども、件数

にしまして７件、貸し付けの金額にいたしまして219万円になります。 

〇委員長（吉田和子君） 18番、加藤委員。 

〇18番（加藤正恭君） 加藤ですが、ちょっと失念しておりますが、これは直接貸し付けるの

ではなくて、やはり金融機関を通じての貸し付けだというふうに認識しておるのですが、その

あたりスムーズに申し込み件数に対して実行されたかどうか、そのあたりのことについて伺い

たいと思います。 

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） 貸し付けの申し込みにつきましては、直接金融機関の方へ参

ります。審査して、教育委員会の方に貸し付け可能あるいは貸し付けができない旨の通知が金

融機関から参ります。その後、教育委員会の方から申請者に対して貸し付けができますと、あ

るいは貸し付けができませんという通知をいたしまして、１週間以内に貸し付けと、こういう

ような形になっております。今のところスムーズな形で進められております。 

 以上でございます。 

〇委員長（吉田和子君） 18番、加藤委員。 

〇18番（加藤正恭君） ちょっと聞き方が悪かったのですが、金融機関に申し込み件数が何件

あって、最終的には７件だと、こういうことなのだろうと思うのですが、７件申し込んで７件

か、例えば15件申し込んで７件か、そのあたり聞きたかったのです。 

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） 貸し付けできなかった件数は２件ほど。ですから、合わせて
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９件の申請がありまして、２件が事情がありまして貸し付けできなかったと、こういうことで

ございます。 

〇委員長（吉田和子君） １番、小西委員。 

〇１番（小西秀延君） １番、小西です。279ページの（１）、教職員住宅管理経費なのですが、

教職員の現在の住宅の戸数と稼働率を教えていただきたいなと思うのです。 

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） 教職員住宅の全戸数につきましては、現在61戸ございます。

うち現在入居しているのは、年度当初から途中で退去された住宅もあります。現在52戸が入居

しております。パーセントでいいますと85.2％が入居しております。９戸については未入居と、

こういう現状でございます。ただ、そのうち古くて入居できない戸数が５戸ほどあります。そ

ういったことを考えると、90％以上の入居率だ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） １番、小西委員。 

〇１番（小西秀延君） なぜこういう質問をしたかといいますと、先生の白老に住んでいる率

が多少低いのではないかというお話をお聞きをしまして、教職員の住宅の方にもちょっと問題

があるのかなという感があったものですから、この５戸が使用できないということの原因は何

か教えていただきたいのです。 

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） まず、入居できない状況というのは、昭和30年代でブロック

造なのですが、まず古いということのほかに、おふろが非常に狭い、浴槽が非常に狭いとか、

あるいは結露で非常に壁が汚れているとか、生活しづらい状況の住宅がございます。これを直

してやるということになると、相当のお金をかけなければいけないのと、果たしてお金をかけ

て直して、今の若い人たちが住める状態になるかというのは相当検討して進めていかないと難

しい状況にあるということでございます。 

〇委員長（吉田和子君） １番、小西委員。 

〇１番（小西秀延君） 財政難ということで、そういう財政的な問題も非常に難しいところか

なと思いますが、せっかく白老に働いていただいている先生、その子供との交流も考えますと、

白老に住んでいただくのがベストかなと思いますので、そういう対策を今後どうにか考えてい

くというところはございますでしょうか。 

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） 対策といいますと、まず教員住宅をこれから建てるというの

は非常に難しいことだなというふうには考えています。ですから、まちの政策全体で若い人た

ちが住めるような優良な賃貸住宅、こういったものの整備に合わせて、できるだけ若い先生た

ちが白老のまちに住んで子供たちと触れ合うと、こういうような方針でまちづくり全体の中で

考えていくべきでないかと、このように考えております。 

〇委員長（吉田和子君） ３番、山本委員。 
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〇３番（山本浩平君） 今の小西委員の質問に対しての関連になりますけれども、実はきのう

私途中で所用で退席したものですから、きのう住宅建設費のところで本当は質問したかったの

ですけれども、今たまたま教育のところで出たものですから、この場面でちょっと質問させて

いただきたいと思います。 

 実は、先般総務課の方から資料をいただいたところによりますと、役場の職員、嘱託職員や

臨時職員、これも全部含めて496人中36名の方が…… 

〇委員長（吉田和子君） 山本委員、今教育費の学校関係ですので、もしでき得れば歳出全般

で後ほど受けますので、そのときにして…… 

〇３番（山本浩平君） いや、関連あるのです。 

〇委員長（吉田和子君） 関連あるのですか。 

〇３番（山本浩平君） その前段の説明の中として今聞いていただきたいのです。 

 職員の場合は496人中36人、約7.3％の方が白老以外からこちらの方に、白老の方に通われて

仕事をされていると。ところが、教員に至っては164人中78人、約47.6％の方が町外からこちら

に来て教職の仕事につかれていると。これは、いろいろ教員の皆さんの場合は転勤も多うござ

いますし、さまざまな理由も考えられると思います。今の教員住宅の問題もあるかもしれませ

んけれども、そのほかには家族の計画あるいはライフスタイル、その他もろもろ考えられると

は思うのですけれども、やはりこの白老にできるだけ住んでいただいて、この地元の小中学校

の教育に携わっていただけるということがベターではないのかなと、こう思うわけでございま

す。流入人口も今議会の中で話がちょっと出たものですから、これもお話しさせていただきま

すけれども、平成２年のときが1,089名、平成12年で1,611名ということで、約522人の方が町外

から来られて仕事されているというような状況になっているわけでございます。こういった中

で、やはりまずできるだけ町内に住んでいただくと。これはもう税金ももちろんそうですけれ

ども、いろんな意味合い含めて、自主自立を目指しているまちであるわけですから、そういっ

た観点から、まず職員、そして教員の方が率先して白老に住んでいただけるような何か方策と

いうのか、こういったものを打ち出していくべきではないのかなと考えるわけですけれども、

その点について見解を願いたいと思います。 

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） 今山本委員がおっしゃったことについては、私どもも同じよ

うな思いでございます。それで、本当にわずかな効果ではございますけれども、今考えている

ことは、住宅については既存の教員住宅について、ある程度修繕をして、すぐ住めるような状

態にやっていきますと。それから、もう一点は、従来校長住宅あるいは教頭住宅については、

その学校の校長、教頭は必ずそこに入居しなさいと、こういうような取り決めで進めてまいり

ました。ただ、ことしの場合、たまたま学校区に住宅を持った校長先生が平成17年にいらっし

ゃると、こういうことで、その自宅から校長先生は通っていただいて、当然校長先生の意向を

確認した中で、その住宅をあけていただいて、ほかの方が入ってもらった、こういうようなこ

とも今検討しております。できるだけ一人でも、一戸でも二戸でも町外から地元に住んでいた
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だくように、そんなような考え方で今検討しております。 

 以上でございます。 

〇委員長（吉田和子君） ３番、山本委員。 

〇３番（山本浩平君） 単純な質問なのですけれども、民間のアパート等に住まれておる若い

先生たちもいっぱいいらっしゃるのですけれども、そういった場合は例えば教員住宅に住むの

と変わらないぐらいの補助というのか、そういったものがあるのかどうなのか、その点ちょっ

とお聞かせ願えればと思います。 

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） 一般の賃貸アパートに入った場合について、住宅手当がある

のかと、こういうことなのですが、当然アパートに入居される場合、限度はありますが、役場

と同じような形態で補助があります。ただ、教員住宅につきましては、そういう補助はありま

せん。低額という部分もありますので、教員住宅の場合は手当はない、こういうことになって

おります。 

〇委員長（吉田和子君） ３番、山本委員。 

〇３番（山本浩平君） では、３問目なので、最後にしますけれども、今の教員の皆さんの転

勤等のサイクル、平均的なものというのは大体どのぐらいのサイクルなのかということを最後

に質問させていただきます。 

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） 管理職の場合でしたら３年ぐらいです。管理職、校長、教頭

につきましては平均的に３年ぐらい。一般教員につきましては、６年以内ぐらいで異動という

形にしておりますが、なかなか本人の希望等がありますので、中には10年ぐらいいらっしゃる

方もいらっしゃいます。また、地元で家を建てる方はなかなか異動の希望が出てきませんので、

平均は今出していませんが、異動の基準としては６年ぐらいという基準になっております。 

〇委員長（吉田和子君） ７番、西田委員。 

〇７番（西田祐子君） 279ページの教職員研修経費のところなのですけれども、ここで補助金

として白老町校長会と白老町教育研究会が載っておりますけれども、これの具体的な活動内容

と、なぜ補助金を出さなければいけないのか、その辺をお伺いいたします。 

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） まず、校長会と、それから教育研究会に対する補助の内容、

活動内容です。まず、教育研究会の方なのですが、研修活動としてはサークル活動があるので

す。サークル研究活動の場合、結構数があるのですが、例えば国語とか社会、算数、数学、理

科、音楽、図工、美術、こういった先生方の研究サークルがありまして、そういったところに

助成というのですか、援助する、支援すると、こういった活動があります。それから、研究資

料の刊行費ということで研究紀要の印刷製本、こういったものもありますし、それから公開研

究の指定校があります。町内にまず１校指定する、それから次の年に公開研究するところ、そ

こへ補助を振り分けていくということになります。 
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 まず、当年度公開研究するところには25万円の助成をするとか、それから次年度に公開研究

実施する場合は５万円の助成をするとか、こういったことをやったり、英語の暗唱大会を主催

したり、それから小学校芸術鑑賞会、これに助成をしたり、さまざまな活動をしております。

また、教育研究会の中に白老町情報教育推進協議会、こういった組織もありまして、こちらに

も助成をしております。あるいは白老町特別支援教育振興協議会、これも研究会の中に入って

おりまして、これにも９万5,000円の助成をしている。こういった活動をしております。それか

ら、校長会につきましては、まず校長会30万円助成していますが、そのうち教頭会の方に約10

万円助成する形になります。それから、あと活動の内容としては胆振管内で各研究会等があっ

て、それの参加費にしたり、それと書記官との連携、それとあと管内、道への負担金が大きい

のですが、これが総体でいきますと、当然校長会で会費を集めてやっていますが、それを含め

て60万円ほど負担金があるのです。こういったものの一部支援という形になっております。 

〇委員長（吉田和子君） ７番、西田委員。 

〇７番（西田祐子君） 今ここのところをお伺いさせていただきましたのは、今アイヌ民族の

方とかで学校の先生方が一生懸命自主的に勉強なんかもしていただいて、子供たちに教育をこ

うやってしているわけなのですけれども、ここで出てきた教育研究会という補助金だったもの

ですから、そういうところのためのいろいろな勉強するための補助かなと思って聞いたのです

けれども、それとはまた別な形でアイヌ振興の方の勉強会というのはしているのでしょうか。

補助金とか出していらっしゃるのでしょうか。 

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） アイヌ民族に関する研究というのは、教育研究会ではなくて、

16年度から始めましたアイヌ民族を学ぶふるさと学習という、これは臨時事業で予算計上して

おります。その中で教員の研修あるいは子供たちの体験学習等の予算を計上しておりまして、

17年度も同様な内容で計上しております。 

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、次の区切りへまいります。 

 17、280ページから290ページまでの２項小学校費全般について質疑のございます方、どうぞ。 

 13番、斎藤委員。 

〇13番（斎藤征信君） 287ページ、学校施設整備の事業について伺いたいと思うのですが、最

近は耐震度調査ということで、それが取り上げられて予算化すると。大変な金額でもあるわけ

ですけれども、ちょっと前には公共施設のシックハウス調査、その必要も随分言われたわけで

す。現在シックハウス調査というのはどういうふうになったのかと。新しい建物だけではなく

て、新しい備品類なんかも問題にされてきたわけですけれども、それらの被害なんかが訴えら

れていないかどうか、そのこともあわせてお聞かせください。 

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） シックハウスの関係で被害が訴えられていないかどうかとい
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うことですね。まず、これは文部省の調査で年１回あります。それで、そういうシックハウス

というふうに限定されたものではないのですが、それらしい疑いというか、それらしい感じの

児童については、平成15年に１人、16年に１人、非常にアレルギー過敏症の子供さんがいらっ

しゃいまして、それで１人という形で出てきています。 

 それから、耐震度の関係、これについては…… 

          〔「シックハウスの調査というのはどうなのか」と呼ぶ者あり〕 

〇学校教育課長（目時廣行君） 調査の関係につきましては、平成17年度においては小学校、

中学校、全校10校ありますが、教室１カ所、それから特別教室１カ所、これにつきましてホル

ムアルデヒドとＶＯＣと言われる揮発性物質ですか、これらの検査をする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） このシックハウスの症状というのは、すごく多岐にわたっていて、か

なり難しい調査だというふうに言われているわけですけれども、各学校、教室、特別教室１カ

所ずつやれるようになったと、何かそれ聞いておりましたけれども、これはすごくお金がかか

ると言われて、校舎全部をやると建てかえしなければならないぐらいの金がかかると前に言わ

れたのです。それで、文部省の方から調べ方を変更するのかどうなのかわからないけれども、

すごく安い料金で調べることができるようになるのではないか。そうなったときに、また全面

調査をしたいのだというような話があったはずなのです。料金なんかがそういうふうに変わっ

て、調べ方が変わったのかどうなのか、そのあたりはどうなっているのかということと、それ

から公共施設全体が指定されていたわけですよね、調査しなければならない。学校以外のとこ

ろでやっているのかどうなのか、そのあたりはどうなっているでしょうか。 

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） 斎藤委員、勘違いされている部分があるのかなということで、

申しわけないのですが、シックハウスの調査と耐震度調査とまぜてお考えになっている部分が

あるのかなというふうに感じたのですが、シックハウスについては確かに全部やろうとすると

お金はかかりますが、建てかえるまではお金はかかりません。耐震度については、全部やると

相当お金かかりますし、改修をかけようとすると、それこそ場合によっては建てかえるぐらい

のお金がかかってきますが、その辺整理しておかないとあれかなというふうに感じましたもの

ですから。 

 まず、シックハウスについて説明をいたしたいと思います。シックハウスにつきましては、

いろいろの方法があります。厳密な方法をすれば、確かにある程度のお金はかかります。１カ

所３万円という話も聞いております。教育委員会で今測定する方法につきましては、測定バッ

ジというのがございます。ホルムアルデヒド用とＶＯＣ用と２種類ありまして、１カ所測定す

るとき二つ測定バッジを設置して、24時間そこへ置いておきます。ある程度換気した後にそれ

を置いておきます。 

          〔「違う」と呼ぶ者あり〕 
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〇学校教育課長（目時廣行君） 違いますか。 

 シックハウスについては、そういうことです。 

 温度の管理をきちっとしないと、30度を超えるとその基準値を超える可能性があるというこ

とで、昨年の新聞等で結構数値がオーバーしたという、そういう記事が載っておりましたけれ

ども。 

〇委員長（吉田和子君） 13番、斎藤委員。 

〇13番（斎藤征信君） 以前に常任委員会の所管事務調査で参考人まで呼んで、このお話いろ

いろとしたことがあって、全面的に調査できないのかという話をしたときに、その金額の問題

やら何やら全部出たはずですので、そのときには種類も１種類、２種類ではなくて、まだまだ

いろんな多様なものがあるものだから、それらをずっと全部調べていくとすごい金になるとい

う話は、これは間違いない話なのです。それで、その調査が形を変えて安くなるはずだと。そ

れが種類を限定したのかどうなのかはわかりません。今言われましたように、２種類くらいの

調査で何万かで抑えることに、それで十分だというふうにしたのかもしれないのですけれども、

本当はそれでは子供たちを救済するのには、もっともっと調べなかったらだめなのだという、

そういう中身だったと思うのです。それが、今国の基準としてもそのくらいで当面はいいのだ

と、金額的にもそのぐらいしかできないのだということになれば、それはそれでいいのですけ

れども、大体中身はわかりましたので、これからもずっと続けていくのか、何年か置きという

ことになるのか、そのことだけ教えてください。 

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） 大変申しわけございませんでした。 

 まず、基準では、その基準以下であれば、次の年は省略してもいいというふうにはなってお

ります。それで、その辺はこれから検討して、一回測定してみて検討する必要があるとは思っ

ております。それと、改修した場合、これについては逐次測定して確認し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） 松井都市整備課長。 

〇都市整備課長（松井俊明君） 私の方からシックハウスの関係ございますので、一般論とし

て参考までにお話ししたいと思います。 

 改正基準法が平成15年７月１日に改正されていまして、その改正内容としましてはクロルピ

リホス及びホルムアルデヒドの二つの物質が規制をされています。規制の内容については、内

装仕上げの制限、換気設備の義務づけ、天井裏等の制限でございまして、この二つの化学物質

については、今言ったところに使ってはだめだということで、建築基準法が改正されています

ので、それ以降については建築確認のときに全部これらの物質を含んでいる建材を使っている

かどうかを確認をいたしまして、使っていれば建築確認は出ないということで指導をしており

ます。 

 以上でございます。 
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〇委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。 

〇９番（吉田正利君） 283ページのスクールバスについてお伺いいたします。現状のスクール

バスの運行現況並びに基準等についてお願いいたします。 

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） スクールバスの運行状況と基準ですね、まず運行状況につき

ましては、飛生地区の通学に小さい方を使っています。それから、校外活動あるいはプール、

それからスケート学習ですか、こういったものの移動に使っております。それから、あと青少

年スポーツ関係で移動手段として使っております。基準につきましては、小中学生を主体とし

た活動を、これをまず主に使っております。そのほかにスクールバスがあいているときにつき

ましては、保育所あるいはその他少年団体等のスポーツ、あるいは文化活動のときに使用を許

可しております。 

 以上でございます。 

〇委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。 

〇９番（吉田正利君） 飛生地区の学生さんの現状該当数はどれぐらいありましょうか、何人

ぐらい。 

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） 飛生地区は、ちょっと細かい数字はあれですが、７名ほどだ

というふうに頭に入っています。 

〇委員長（吉田和子君） ほかに質疑のございます方、どうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（吉田和子君） 次の区切りに進みます。 

 18、290ページから300ページまでの３項中学校費、４項幼稚園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） 299ページ、基礎学力定着度調査事業につきまして伺います。委託料の

中で学力検査の分析委託料ということになっているわけですけれども、テストをやって事後処

理は委託すると。これは、業者作成のテストを使って、その処理を全部任せるということなの

かどうなのか。それに対して、現場の教師はこのテストにどういうふうにかかわっているのか、

かかわらないのか、そのあたり。そして、もう一つ、その終わった、分析された、その効果に

ついて、どんなふうな追跡調査をしているのか、それらについて教えてください。 

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） 基礎学力定着度調査の関係でお答えいたします。 

 まず、業者に委託しまして、その試験というのですか、テストを各学校に配付します。各学

校におきましては、２教科ずつ選択します。その種類につきましては、相対評価と絶対評価の

２種類を試験する形になります。生徒たち１年生、２年生が試験をするわけですが、この結果

は業者の方で点数を評価して、全国の平均と比較して何ポイント上回っているとか、何ポイン
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ト下回っている。また、どの部分について、もう少し力をつけた方がいいとか、そういったと

ころまで分析がされます。それを受けて、学校の先生は授業の方にどういった部分が弱いかど

うか、これはわかってきますから、どういうふうに授業を工夫、改善すればいいのか、こうい

ったことに使用をしていく形になっていくというふうに考えております。さらに、私としては、

これはある程度データベース化して、それを個人的にいろいろ並べて、個人的にどの部分が弱

いとか、そこまでやっていければいいなというふうには考えていますが、なかなか学校ではそ

れはできない状況というふうにとらえております。 

 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） 43万円もかけてやるわけですから、金額の問題ではないけれども、本

当にこれが有効に活用されればいいな。だから、そういう意味では全国的な調査をやって調べ

てみるということを一概に否定するものではありません。ということを前提にしておきながら、

今本当にこれをする必要があるのかどうなのか。そして、どうなるのだというふうなことでは

かなりの疑問を持つのです。それぞれの学校で特色ある学校づくりを目指して、独自の研究課

題というものをみんな持っているわけです。それで、自分の学校の子供たちの力がどこで落ち

ているのか、何が強くて何が弱いのかということは、大体自分の学校でわかっているはずなの

です。さまざまな自分たちのテストをやりながら、それが客観的かどうかと言われれば、また

別かもしれないけれども、書く力があるけれども、読解力が弱いのだとか、計算力はあるのだ

けれども、応用が弱いだとか、そういうようなこと、一人一人の子供の持っている力というの

は大体学校でわかるものなわけです。今必要なのは、各学校の独自の研究課題に合わせて、ど

れだけ力をつけているのかと、そういう調査をすることが必要ではないか。だから、そんな中

で全国平均点で比べてみると、優劣を比較するということは、ただ単なる傾向が一時的に出て

くるということであって、学校全体の取り組みで成果を上げているかどうかということはわか

らないわけです。だから、委託料をかけて平均点数を見るよりも、教師自身が自分でテストを

つくって、そして自校の研究課題に合わせて問題をつくり、どれだけの力をつけたかと、どん

なところで自分の学校の子供たちが伸びているか、そういうことを調査をし、そうやって伸ば

していくことこそ特色ある学校づくりではないかな、私はそんなふうに見ているのです。です

から、せっかくのこの金を先生方独自で使いながら、もしあるのであれば自分たちで問題をつ

くりながら、自分たちで採点にもかかわると、そして改善点を見つけ出していくと、こういう

ようなことがぜひ必要だ。教育委員会もそういう立場で物を見てあげる必要があるのではない

かと思って私は言うのですけれども、そのあたり、見解の違いだと言われればそうなのですけ

れども。 

〇委員長（吉田和子君） 牧野教育長。 

〇教育長（牧野正典君） この学力調査については、これを導入する際にこの議会でも論議に

なったことはご承知かと思います。これは、決して教育行政がこの調査をやると言ってやった

調査ではないということは前回もお話ししてございます。学校の先生方みずからが客観的に自
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分たちの教えている授業がどうなっているのか、どこが強くてどこが弱いのか、子供たちはど

こを理解して、どこが理解していないのか、そのことをぜひ客観的に知りたいので、ぜひこの

調査を導入してくれということで教育委員会としてこの調査を導入したと、こういうことでご

ざいます。ですから、今お話あったように、こういう子供の学力が今どうなっているかという、

これ教師の本来の仕事だと思いますけれども、やはり教師がそういう形で客観的につかめない

部分があるとすれば、やはり先生方からそのことを要求されたときに、教育委員会としてそれ

を支援をするということは我々の仕事ですから、そのことでやっているということだけはまず

理解してほしいということと、それからこのテストをやったから、ただそれだけではなくて、

教師は自分の教授力というのでしょうか、ただ教えるという意味でなくて、教授力としてどう

なっているかということを教師自身がやはりきちっと押さえるということ。それから、子供さ

んにもこの結果行きます、個人個人に。あなたは、ここのところはすばらしいけれども、ここ

のところはもう少し頑張ってくださいというものが全部行きますので、子供さんにもそのこと

がよくわかるという、こういうテストでございますので、今反対に小学校の方からぜひやりた

いのだというお話ありますけれども、予算等の関係もありますので、ぜひ校長会の方で十分協

議をしてくれというぐらいにお話ししてございますので、決して行政がこのことを押しつけた

ことでもございませんし、先生方からぜひこの調査をやってくれと、こういうことでございま

すので、ぜひその点理解をしていただければ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） 現場からそういう声があって、そしてやるということに対して、それ

に対して物を言うつもりは毛頭ございません。それはそれでいいのですけれども、あともう一

点だけ、この間報道にもあったのですけれども、米、中、日の子供の実態が出ていましたよね。

調査をしたところが日本の生徒は、その前にも日本の生徒の学力が低下したという報道は前に

ありましたよね、よその外国の例と比べてみて。ところが、今回出たのは、学校以外で勉強を

一回もしたことがないとか、それから夜寝るのが10時から２時を過ぎる子がかなり日本の中に

多いという、そういう子供が圧倒的だった。そうだとすると、２時以降に寝て、朝８時に学校

に行って、眠くないわけないですよね。だとか、そんな時間に起きて、朝御飯を食べない子供

たちというのは大分いるのだろうなということも予想されるし、白老の子供は例外だというと

そうではないだろうなというふうに思うのです。ですから、当然今学力も含めて、そういう生

活指導の部分、地域課題を取り上げながら、総合力を向上させていくという学校の目標に向か

って土台が崩れている。学校というのは、そういう土台を立て直しながら学力をつけていかな

ければならない、そういうふうなところにこそ目を向けていかなければならないし、今金をか

けていかなければならないのでないかなという気もするわけです。言いたいことは何かという

と、平均点で比べて見るよりは、学校自体がそういうことに目を向けているかどうか、そうい

う部分を教育委員会というのはきちんと指導してあげるべきでないかと。そういう点でこうい

うテストも使うのだったら使ってもらわなければならないというふうに思うものですから、一

応そのあたりの見解を聞いておきたいと思います。 
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〇委員長（吉田和子君） 牧野教育長。 

〇教育長（牧野正典君） 今の子供たちの生活対応、確かに調査で、うち帰ってきて復習をし

ない、あるいは予習をしないという時間が他国に比べて低いということでございます。今委員

からお話ありましたように、確かに生活のパターンが崩れているのかなと思います。これは、

学校だけで指導できることでもありません。ですけれども、そうかといって教育行政としてほ

うっておくということにはならないだろうと。やはり原因はどこにあるのかと。私は、大人社

会の反映なのだと、大人社会の今の生活様式が今の子供に非常に大きくかかわっているのだと、

このことをまず社会全体で考えなければならないことではないのかな。ですから、我々行政と

して学校教育あるいは社会教育の中でそのことについては常に頭に置きながらかかわってござ

いますけれども、決して行政だけでなかなかうまくいかない部分ございます。ですから、地域

あるいは家庭の教育力の向上のためにどうしていったらいいのかということが今後の大きな課

題かなと思っています。そういう意味では、私はやはりこれから白老町を担っていくという観

点からいえば、子育て支援、要するに子供をどうこのまちで育てていくのかという、ただ学校

教育、社会教育だけではなくて、まちとして子供たちをどう育てていくかという観点の政策と

いうのがこれからますます大事なことになっていくのでないのかな、このように思ってござい

ますので、教育委員会としても範疇の中で何ができて何ができないのか、そして今できること

は何なのか、それからこれからやらなければならないことは何なのかということをきちっと課

題整理しながらこれから対応してまいりたいと思いますので、ご理解願いたいと思います。 

 以上です。 

〇委員長（吉田和子君） 10番、宗像委員。 

〇10番（宗像 脩君） 10番、宗像です。300ページ、301ページ、幼稚園の経費のところで質

問をいたしたいと思います。 

 まず、幼稚園の運営費とか入園料とか、そういったお金が出るわけですけれども、それの数

字の基準になるものは何なのでしょうかということが１点。 

 それから、二つ目は、その下に建設費補助金というのがありますけれども、これは新設して

いますから相当かかっているので、その補助金だと思いますが、向こうあと何年くらい、今ま

で何年払ってきました、これからもあと何年続くのですという、そのあたりを教えていただき

たいと思います。 

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） 幼稚園、教育の補助の関係でございますけれども、私立幼稚

園運営費につきましては、これは基準として１人当たり１万2,000円の146名でございます。そ

れから、私立幼稚園の入園料は入園するお子さんに１人、ちょっと金額は後であれですけれど

も、入園される親の方に行く形の補助です。それから、私立幼稚園就園奨励費、これも親御さ

んの方に行く形になりますが、所得に応じて補助が出されると、こういう形になります。 

 それから、もう一つ、建設費補助金、これは幼稚園を建設したときに、たしか１億4,000万円

ほどかかった。その10％につきまして、町が負担すると、こういうようなことで債務負担行為
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をやっております。これは、平成14年からでございますから、14、15、16、３年目で、17年で

４年目になります。10年間ということで、平成23年までと、このようになっております。 

〇委員長（吉田和子君） 10番、宗像委員。 

〇10番（宗像 脩君） わかりました。その基準が今幼稚園児１人について幾らという、多分

栄高校の場合もそういうふうになっていますから、それはそうだろうと思うのですけれども、

果たして先ほどの１人について１万2,000円という数字が、これは白老には幼稚園一つしかない

ですから、町内で比べることはできませんけれども、近隣市町村に比べて高いのか低いのか普

通なのか。といいますのは、たまたま園長さんのお話を聞きますと、苦しいのだと。お金をも

っともっと町で出してくれればいいという、そういう話も聞くものですから、大体この１万

2,000円以下、建設費は別としてでも、そういうお金の多いのか少ないのか普通なのか、そのあ

たりちょっとお伺いしたいと思います。 

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） 近隣の比較をしたことはございません。多いのか少ないのか、

ちょっと判断できない部分はあります。ただ、子供さんの数が減っています。そういうことか

ら考えますと、経営の方は大変だということは私どもとしてもそれは承知しているところでご

ざいます。 

〇委員長（吉田和子君） でき得れば近隣の調べていただいた方がいいですか。 

〇10番（宗像 脩君） いいです。 

〇委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。 

〇９番（吉田正利君） ９番、吉田です。299ページ、起業家教育実践研究事業について質問い

たします。この事業に対して、現状35万1,000円の予算を組んでおられますが、大体事業として

２年度に入っていると思うのでございます。それで、昨年のこの事業の実践経過をどう評価さ

れているか。それから、今年度この予算でどのような事業形態で持っていこうとしているのか

説明いただきたいと思います。 

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） 昨年度というか、平成16年度から始まった指定研究でござい

ます。町内では、白老小学校と虎杖中学校、２校が指定を受けてございます。胆振管内では、

苫小牧工業高校と先ほど申し上げた小学校、中学校と連携をしながら、この起業家教育の実践

を進めていくと、このようになっております。 

 まず、白老小学校の16年度の活動内容につきましては、まず白老小学校５年生につきまして

は、苫小牧工業高等学校から、まずおもしろ電池づくりを教えていただいていると。まず、果

物とか酢だとか金属、アルミホイル、木炭あるいは硬貨、お金ですね、こういったものを使っ

ておもしろ電池をつくっていると。そのほか、化学の応用を通して化学に対する興味、関心を

持つような、そういう事業を進めております。こういったことを白老小学校のお祭り広場にお

いて化学体験コーナーを設置して、いろんな子供たちにそういうおもしろさを広めていく、こ

ういうような事業を行っております。 
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 また、６年生につきましては、先ほど申し上げましたお祭り広場に店を６店舗つくりまして、

その中で白老小学校独自のお金をつくって、売り上げを競争する、こういうようなやり方をし

ております。まず、六つの店は、いろいろこのネーミングもおもしろいと思うのですが、住め

恐怖の館だとか、小物屋をスモールショップ、魔法にかかって変身しちゃえという着せかえ屋

というもの、それからクリスマスファクトリー、これはクリスマス…… 

〇委員長（吉田和子君） 課長、もうちょっと要約して。 

〇学校教育課長（目時廣行君） ちょっと長いようです。 

 そういった店をつくって、この六つの店舗で売り上げを競うということです。その中で商品、

品物の魅力を高めていく努力をしたり、売り上げのアップ努力すると。こういうような中で、

いろいろと子供たちが努力していくわけです。成果としては、工業高校生から学んだ化学のお

もしろさを自分たちの取り組みにつなげていくことができた。限られた予算の中で売り上げア

ップを目指すという条件の中で、子供たちはさまざまな場面で創造力だとか創作力を働かすこ

とができた。それから、材料を集める段階の交渉や販売体験を通して交渉力やコミュニケーシ

ョン力を身につけてきた。努力した結果が売り上げアップに近づいたことや交渉が成功した体

験などがチャレンジへの自信につながる、こういったことでございます。また、課題としては、

教育課程への明確な位置づけが必要でないか。起業家教育のねらいの達成を意識した校内研修

の推進が必要だ。 

 また、中学校におきまして、工業高校に学ぶ環境学習というようなことで、廃棄物を利用し

た物づくり、牛乳パックからはがきをつくったり、廃油から石けんをつくるなどの、こういっ

たことを進めております。これは、１年生です。 

 ２年生につきましては、主に職業体験学習ということで、白老、登別、室蘭、11カ所で職業

体験などをしております。成果としては、生徒たちは職業体験の中で働くことの厳しさと生き

がい、職業人としての支援について学ぶことができた。 

 まだまだ説明しないとなかなか理解できない部分あると思うのですが、今後の予定として地

域の廃棄物に目を向けて、その有効利用の仕方、工夫、そういったもので商品の開発を進めて

いきたい、そういうようなことで一応報告が上がっております。ちょっと長くなって済みませ

んでした。 

〇委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。 

〇９番（吉田正利君） まとめて言うと、目的的に現況を評価されているということでよろし

いのでしょうか。 

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） 始めてまだ１年ですから、まだいろいろと試行錯誤されてい

ると思います。理想というと切りのない話なのですが、子供たちが一つのものに取り組むチャ

レンジだとか、そういった部分ではすごく効果が出てきているというふうに思います。こうい

ったことが主要な科目、国語、算数とか、そういったものにつながっていければ、この起業家

教育の効果というのはもっと上がるのではないか、このように考えております。 
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〇委員長（吉田和子君） ７番、西田委員。 

〇７番（西田祐子君） 295ページのところの学校の施設管理のところで先ほども出ましたシッ

クハウスのことの続きなのですけれども、ここ一つお伺いしてみたいのは、先ほどは調査する

という話でしたけれども、私としましては白老町の業者さんで、たしかそれに対応した洗剤を

つくっていらっしゃる方いらっしゃると思うのです。私自身もシックハウスのこととか花粉症

とかぜんそくアレルギーの関係で使っていて、白老町内でも結構使っているのですけれども、

学校の方でそれを使ってみるというか、試してみるというか、そういうお考えはいかがなのか

ということがまず一つです。 

 それと、295ページの中学校振興教育費の教材備品のところでちょっとお伺いしたかったのは、

性教育のことなのですけれども、先般も国会でちょっと取り上げられまして、性教育の副教材

というのですか、そういうものが非常に問題になりまして、これはいかがなものかというよう

なこと、ちょっと取り上げられていたものですから、白老町ではそういう先生方が使われる教

材については教育委員会の方できちっと目を通されて、それでやられているのかどうか、その

辺二つお願いします。 

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） シックハウスの関係で白老町の業者の中で特殊な洗剤をつく

っていると。恐らくこれは、ちょっと名前忘れましたけれども、ＥＭを使った粉石けんとか、

そういった部分の関係だと思うのですが、においがする教室、締め切ってにおいがするような

ところについては、こういった洗剤を使うようには勧めた経緯はあります。あと、トイレなん

かにも、これを使ってみたらという話はしたことはございます。 

 それから、教材備品の関係で教育委員会としては当然お金のかかることですから、どういっ

たものに使うのか、そういうことをきちっとチェックした上で、当然カタログを調べて、そし

て発注するという、当然業者何社かから見積もりをとった中で発注するわけですけれども、そ

ういったやり方をしております。 

〇委員長（吉田和子君） ７番、西田委員。 

〇７番（西田祐子君） 洗剤の方なのですけれども、白老の会田さんというところのものなの

ですけれども、ぜひまた続けて試していただきたいなというのが一つお願いです。 

 それと、性教育の方の教科書のことにつきましては、苫小牧の中学生が２人、別々な方なの

ですけれども、児童買春ということで捕まったり、そして相手の男性の方も罰金払ったという

話を何度か耳にすることがあるものですから、やはり近隣ですので、中学生というのですか、

性教育をきちっとしてほしいなという部分と、それに使っている教材がいろいろ今問題が多い

ということで、ぜひ中身の分も点検していただければということなのですけれども。 

〇委員長（吉田和子君） 今の西田委員の発言の中で一企業名を名指しにして使った方がいい

とかという発言をされましたけれども、それは不適当というか、ちょっとそぐわないので、今

後一企業名とか出すのは控えていただきたいというふうに思います。 

          〔「そこ削除させていただいてよろしいでしょうか」と呼ぶ者あ 
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            り〕 

〇委員長（吉田和子君） 後でそれは対処します。 

 目時学校教育課長。 

〇学校教育課長（目時廣行君） 洗剤につきましては、効果があるというふうに、それはどの

程度と聞かれるとちょっと困るのですが、使わないよりは使った方が効果があるというふうに

私も認識しておりますので、何かそういう場面があったときには、できれば使っていただくと。

これは、強制するわけにいきませんので、学校の方にこういうものがありますよというぐらい

の話で勧めております。 

 それから、いかがわしい教員がいるということで、常に交通事故あるいは先生方の服務規律

だとか、こういったことについては校長会あるいは教頭会の中で常々注意を呼びかけておりま

すので、こういったことについては白老の学校の先生については非常にうまく伝わっているの

でないかと、問題は起きないのでないかというふうに考えております。 

          〔「ちょっと違うんですけど」と呼ぶ者あり〕 

〇学校教育課長（目時廣行君） 子供に対する性教育の教材…… 

          〔「そうです」と呼ぶ者あり〕 

〇学校教育課長（目時廣行君） これは、何年か前に文部科学省の関係で発行されたラブ何と

かという関係のこととはまた違うわけですね。 

          〔「違います」と呼ぶ者あり〕 

〇学校教育課長（目時廣行君） これについても、私どもも注意してやっていかないとだめだ

なというふうには思っています。ただ、中身について、私もまだ熟知していない部分があるも

のですから、今後十分研究した中で注意して指導していくようにしていきたいというふうに考

えています。 

〇委員長（吉田和子君） ７番、西田委員。 

〇７番（西田祐子君） 今私が一番言いたかったのは、業者の方で出してくる補助教材でとん

でもない中身のある教材も含まれていますよと。それを知らずに結構使っている場合もあるし、

先生方が意識して、そこまで考えないけれども、たまたま取り寄せたらそうだったという場合

も結構あるので、それで私は教材もぜひ一度点検してほしいですということをお願いしたので

す。そういうことですので、よろしくお願いいたします。 

〇委員長（吉田和子君） ６番、土屋委員。 

〇６番（土屋かづよ君） 297ページ、補助金の中に遠距離通学費というのがあります。ちょっ

とこの内容がわからないのと、もう一点、その下の（２）の就学援助の中の要、準要保護生徒、

この実態をちょっと教えていただきたいのですけれども、最近社会的な、全国的に不況なんか

の影響で相当ふえているということを聞いているものですから、何名ぐらいが対象になってい

るのか、それをお聞きいたします。 

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） 初めに、遠距離通学費につきまして、４キロ以上の児童生徒
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について、通学費を助成するものでございます。 

 それから、扶助費の中で準要保護生徒就学援助の関係でございますが、対象の子供さん、中

学校なのですが、中学校費では１年生から３年生まで合わせて78名になっております。あと学

年によって人数が細かくなっていますけれども、総体で78名でございます。傾向としては、や

はりこういう時世ですから、人数はふえております。中学生よりも小学生の方が今この対象児

童数はふえております。 

 以上でございます。 

〇委員長（吉田和子君） ６番、土屋委員。 

〇６番（土屋かづよ君） もう一度お聞きします。先ほどの遠距離通学費なのですけれども、

対象はどのくらいの数になるのですか。 

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） ちょっと数字、まだ押さえていないものですから、後ほどで

よろしいでしょうか。済みません。 

〇委員長（吉田和子君） ほかに質疑のございます方。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（吉田和子君） 暫時休憩をいたします。 

          休憩 午前１１時１１分 

                                           

          再開 午前１１時２１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。 

                                           

    ◎発言の取り消し 

〇委員長（吉田和子君） 先に報告いたします。 

 先ほど西田委員からの質問中、特定の業者名が出ました。これについては、本人より取り消

したい旨の申し出がありましたので、この部分の会議録を削除したいと思いますので、了解し

ていただきたいと思います。 

                                           

    ◎議案第１１号 平成１７年度白老町一般会計予算（続行） 

〇委員長（吉田和子君） それから、先ほどの６番、土屋委員の質問の中の数字が出ましたの

で、報告いたします。 

 目時学校教育課長。 

〇学校教育課長（目時廣行君） 先ほどの遠距離通学費の関係で対象人員の数字ですけれども、

小学生が12名です。中学生が27名でございます。 

〇委員長（吉田和子君） それでは、次の区切りにまいります。 

 区切り19、300ページ、５項社会教育費、１目社会教育総務費から308ページ、２目公民館費

まで質疑のございます方、どうぞ。 
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 14番、大渕委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。305ページの負担金、補助及び交付金、一番上ですけ

れども、アイヌ民族博物館に対する補助金450万円ございますけれども、これ内容、大体わかる

のですけれども、新たなものがあるかどうかということ、内容の確認をちょっとしたいと思う

のですけれども。 

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） アイヌ民族博物館に対する補助金の額が450万円になっており

ます。その内訳といたしまして、社会教育事業に関するものとして100万円、それからイオル整

備促進のためのという事業になっておりますが、館長の人件費として年間300万円、プラス社会

保険料が細かい数字ですが、12万7,920円、そのほかあと調査研究費という形で残りを37万2,080

円という形で350万円を中核イオル整備促進事業という形で入れております。 

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。今アイヌ民族博物館の入り込みがかなり大変な状況

だというふうに伺っております。ここはもちろん教育費に入っているということで言えば、こ

れは教育的な視点なわけです。そうしますと、入り込み客が減ることによって、アイヌ民族博

物館そのものの運営がなかなか大変になるというのは、例えば無形文化財になっているものが

きちっと後世に伝えられないというようなこと、それから伝承や保存やそういう事業に差しさ

わりが出るというふうに、入り込みの人の数によって変わるというのは、私は非常によくない

というふうに思うのです。それで、必要最低限、今館長の人件費が一定限度町で出していると

いうことなのですけれども、私はやっぱり基本的な部分、例えば学芸員の給料見合い分等々を

含めた、あの博物館を基本的に運営する部分のお金というのは、やっぱり一定限度補助をする

と。その中できちっと博物館を運営できる。もちろんこれは国や道にも私は当然要求すべきだ

と思います。同時にやっぱり町がそういうことをやるということがイオルの再生の部分も含め

まして、今極めて大切な時期だと思うのです。そのことに対する見解を、これは社会教育課長

さんでなくて、理事者の方の見解をちょっとお尋ねをしたいというように思います。 

〇委員長（吉田和子君） 飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） イオルにも関連いたしますので、実は私は今までイオルがかなり進展

したという中で、国土交通省の方のイオルの担当室長、さらには財務省の方ともかなりお会い

しております。若干時間をおかりしますが、その中でいろんなやりとりあったのは、まずイオ

ルに関しては、国としてもすべきことを努力いたしますと。道としてもやっていただきますと。

当然イオルに関しては町としてもやるべきことがあるでしょうということは、こういうアイヌ

民族文化全体の支援だと思います。そういう中で、実は館長さんの人件費を支援するというと

きのその会議の中に私も入っておりまして、支援に当たっては、私は当時産業経済課長だった

のですが、他市町村、例えば帯広、札幌、静内、平取もございます。向こうはアイヌ民族博物

館というのはございません。町が自前でアイヌ民族文化関係の学芸員を自前の職員として雇っ

ているという状況を当時の理事者に私の方から説明しました。ですから、当然行政でやるべき
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ことを博物館がやっていると。いろんな過去の経過もあるでしょうと。ただ、この辺について

は我々としては支援すべきですという一つのきっかけから館長さんの分の人件費を出したわけ

なのですが、これイオルがどんどん進展していった場合、アイヌ民族文化の伝承関係で町がど

れだけ支援しているのだといった場合には、なかなか国に対しての説得力も難しい部分、実は

あるのかなと思っております。それは、省庁での私のやりとりだったのですが、そういう部分

ではこの300万円を、今学芸員としているのは仙台藩の方に１人おります。それからいくと、行

政としての支援がどうなのかなと実は思っておりました。ただ、今あそこに３名から４名いま

すが、それ全部というわけにはいきませんが、この関係については前向きに検討しなければと

いう考え方を持っています。 

 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。基本的には理解しました。 

 それで、ここで一般質問ではないですから、政策どうのこうのなんていうことは言いません。

ただ、大切なのはあそこの博物館にいらっしゃる見学者の収入だけであそこをやるという考え

方がもともと僕は間違っていたというふうに、これは一貫して僕は言っているのだけれども、

思うのです。ですから、今の答弁で十分納得できましたけれども、やはりイオルの問題が今好

転、いい方向に行っているということは非常に望ましいのだけれども、それがどういうふうな

状況になろうとも、私はやはりあそこの基本的な部分、今町長がおっしゃられました学芸員の

方の給料分ぐらいは町がきちっと見るというのが本当に町の姿勢として評価される部分だろう

というふうに思いますので、答弁は要りませんけれども、そういうことでぜひ進めていただき

たいというふうに思います。いいです。 

〇委員長（吉田和子君） １番、小西委員。 

〇１番（小西秀延君） １番、小西です。今の大渕委員の質問と同種類になるのですが、この

生涯学習活動補助金という科目で今の財団法人アイヌ民族博物館への補助という形になってい

ますが、ほかの部分でここの財団の行っている今の文化活動等をもっと積極的に保護していけ

るような文化財の方とかでの検討はされているのかどうなのかという町のご見解をお伺いした

いのですが。 

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） 基本的にアイヌ民族博物館につきましては、法人格を持って

いるということもありまして、補助金として持っているのはこの生涯学習活動の中での社会活

動事業といいましてもアイヌ民族博物館の中での事業ですので、アイヌ民族についての伝承、

保存活動というものを合わせてという形で事業に対して補助をしているもので、別枠で文化財

という形では持ってはおりません。 

〇委員長（吉田和子君） １番、小西委員。 

〇１番（小西秀延君） １番、小西でございます。今町長のご回答、そして大渕委員からのご

指摘のとおり、財団法人アイヌ民族博物館は当町を担っている、幅広い目的で当町としての観
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光の部分、また文化促進の部分、教育の部分におきましても、本当に幅広く役目を担っている

かなというふうに私は理解をしております。その中で、生涯学習だけで考えるのは私はどうな

のかなというふうに思っております。大渕委員が言われたとおり、白老にとっては本当に重要

なところを担っている部分に関して、そこの責任だけだというふうに押しつけるのは、私はち

ょっと町としての理解が低いのではないかな。ひいては、道や国に対する考え方にもつながっ

ていってしまうというおそれが私も感じております。ぜひここは、この財団法人アイヌ民族博

物館の当町においての役割を再認識していただきたいということで、町理事者のご回答、ご検

討を願いたいということで、そちらのご回答をお願いいたします。 

〇委員長（吉田和子君） 飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） ただいま小西委員の方から言われましたように、白老町として、行政

としてこの貴重な文化については、きちっと残さなければならない、伝承しなければならない

という実は使命があります。そういう中で、今まで、ではどうだったのかといったら、正直に

言いまして、きちっと自立できていたということで、町も余りその辺の干渉はしなかったし、

財団の方としてもしてほしくなかったという時代があったと思います。ただ、今ここにきてか

なり収入面で落ちています。例えば財団の職員と役場の職員の年間給与を比較しますと、ちょ

うど四十五、六歳だと思うのですが、半分ぐらいです、年間の所得が。それだけ職員もかなり

厳しい中で運営しているわけでございますが、文化部分でも、これは使命という部分はあるの

ですが、逆に観光資源としても白老町に貢献しております。また、教育としても貢献している

と。もちろん文化の方の使命としてももちろん。町内に博物館が建って30年ぐらいたつわけで

すが、今までの貢献度は非常に大きい。さらに、これからも貢献するだろうということに加え

て、行政としての使命もあると思うのです。ですから、先ほど大渕委員の方にも申し上げまし

たが、支援については前向きに検討したいという考え方をしておりますので、ご理解いただき

たいと思います。 

〇委員長（吉田和子君） １番、小西委員。 

〇１番（小西秀延君） 町長のご見解は理解できました。 

 平成３年に87万強の入り込み数を数えた財団が平成14年には26万4,000人という入り込み数

にまで陥っております。15年度はちょっと盛り返すのですが、16年度においてはまた厳しい状

況になるだろうというのが予想をされております。これを町の本当の財産というふうに私は考

えて、今財団にいらっしゃいます学芸員が男性２名、女性２名という４名かと思います。この

人たちがもっとフリーに動けるような体制をとってあげれば、教育面、文化面、そして先ほど

言いました観光面においてももっと大きな役割をこの人たちが担ってくれると私も理解してお

ります。ぜひ前向きなご検討をよろしくお願いいたします。答弁は要らないです。 

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、細かいのですが、309ページの19節負担金、公共下

水道受益者負担金というのがあるのですが、これは公民館に対する受益者負担金、恐らく10年

で払うというので計上されているのでしょうが、去年ものっています。公民館に対して、官官
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で受益者負担金を払わなければならないのかどうか、ちょっと不思議に思うのですが、このあ

たりどうなっているのですか。 

〇委員長（吉田和子君） 辻財政課長。 

〇財政課長（辻 昌秀君） 公共施設全体の共通性ありますので、私の方から答弁させていた

だきます。 

 この受益者負担金については、公民館が下水道の給水区域に入り、そして使用を開始したと

いうことに伴って、これは一般住宅と同様、これまでもすべての公共施設、福祉館、児童館、

生活館含めて、そういう対応をしてございます。この考え方は、やはり会計間のお金のやりと

りという問題でございますので、町の一般会計として水道料金を水道会計に払っていると、基

本的にはそれと同じような考え方の中で会計間でのお金のやりとりを明確化するということで

予算を計上しております。 

〇委員長（吉田和子君） 18番、加藤委員。 

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤ですが、それはわかるのだけれども、金は役場から役場に

入るわけだから、どうということないのかもしれないけれども、考え方として官官のあれの中

でも取るものは取るよと。しからば、そういうことからいけば固定資産税だって払わなければ

ならなくなるわけです。理屈からいえば、へ理屈になるかもしれないけれども…… 

          〔「別会計です。会計が別なんです」と呼ぶ者あり〕 

〇18番（加藤正恭君） 公民館は別に特別会計でも何でもない、そのあたり。 

〇委員長（吉田和子君） 辻財政課長。 

〇財政課長（辻 昌秀君） 下水道の施設に限ってという部分でのお話かと思いますけれども、

水道料金については当然よろしいということだと思いますけれども、基本的には下水道料金を

決めるに当たって、利用者の一定の負担で払うという、そういう原則の中から、もしこれを外

すとなると別な形の繰出金として出さなければならないと、ルール外という形の中で。だから、

繰出金で出すか受益者負担金で出すかと、そういう部分でご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（吉田和子君） ６番、土屋委員。 

〇６番（土屋かづよ君） 305ページ、ふるさと体験館「森野」の件についてお伺いします。16

年度の委託料が412万円だったのですけれども、17年度は670万円にふえているのです。これの

ふえた理由と、それからどの程度の人数で利用されたのか。あと、町内と町外の割合を教えて

ください。 

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） ふるさと体験館「森野」の指定管理者によりまして昨年から

事業を運営しております。経費の増額分についてということなのですが、昨年は施設を１年放

置していたこともありまして、どちらかといいますと管理面について、施設の整備、管理につ

いての事業を行ってまいりました。ことし２年目になります。その中では、貸し館という形で

利用していただくのはこれからもそうなのですが、あわせてやはりあそこは体験館という名称

を持っている以上は、あそこへ来られて何かを体験していただくという、そういうソフト事業



 

 112

を17年度については整備をしていきたいというふうに考えております。現在は、管理人が１人、

あそこの周辺の整備という形で管理人１人置いておりますが、それだけではやはりソフト面も

全部含めてというとなかなか事業を展開していくというのが難しいというところから、１人ソ

フト事業を展開できる職員を配置していきたいと、そういうふうに考えております。その分の

人件費。それと、あと16年度から燃料費等が結構値上がりをしておりまして、その分の光熱水

費の増額といいますか、その分に入っております。それと、利用状況なのですが、２月末まで

の状況で、団体としてという形になるのですが、26回の利用をしていただいております。延べ

としまして1,042人。３月も今週の末になりますが、道南ブロックのスポーツ少年団のリーダー

研修が入りまして、それはまだ数に入っておりませんが、そういう事業も３月まで予定をして

おります。町内、町外ということになりますと、そこのところちょっと資料としては明確に、

これが町外でこれが町内でというところまできちっと分けてはいないのですが、利用されてい

る大体の見ますと、町外の方の利用の方が割合としては多いというふうに押さえております。 

 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。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（吉田和子君） では、次の区切りへまいります。 

 区切り20、308ページ、３目図書館費から320ページ、５目仙台藩白老元陣屋資料館管理費ま

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。316、317の仙台藩白老元陣屋の資料館について質問

いたしますが、まず最初に入場見学者数の、もし町内、町外とわかればその数字、もしわから

なければまとめてでも結構なのですが、大体１年間にどのくらいの方が入っているのか、まず

その実態を伺いたいと思います。 

〇委員長（吉田和子君） 暫時休憩いたします。 

          休憩 午前１１時４５分 

                                           

          再開 午前１１時４６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。 

 渡辺社会教育課長。 

〇社会教育課長（渡辺裕美君） 申しわけありません。 

 これは、平成17年の２月末までの数字ですが、全部で6,930人で、町内、町外を分けますと、

町内が1,280人、町外が5,650人になっております。よろしいでしょうか。 

〇委員長（吉田和子君） 10番、宗像委員。 

〇10番（宗像 脩君） 私も年に何回か行くことあるのですけれども、たまたま行くとほとん

どいない日ばかりで、寂しいなと思うのですけれども、見て、資料はすごくいい資料が本当に

たくさんあるのですけれども、町内の方々が余り来ないというのはＰＲ不足なのか、あるいは
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町民の方の学習不足なのか、あるいは入場料かかりますよね、そういう関係なのか、どうなの

かなと考えさるのですけれども、そのあたりはどういうふうに判断されていますか。 

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） 町外の方の、どちらかといいますと利用が多くて、町内でお

いでになる方は初めてという方が結構いらっしゃると。ＰＲ不足というようなところでいいま

すと、いろいろな事業をする場合には広報紙、それから陣屋のかわら版だよりみたいなもので

すとか、それからホームページですとか、そういうものを活用はしているのですが、特別展で

すとか、そういう企画展があるときにはお客様は結構おいでいただける。その企画展のときに

は、できるだけ町民の方については入館料を無料という形でＰＲをして事業展開をしておりま

す。その辺のところがもう少し資料館としてもＰＲをする必要はあるのかなというふうに思っ

ているのですが、あとどういう手を打てばというところでちょっとまだ十分知恵が出し切れて

いないという状況です。 

〇委員長（吉田和子君） 10番、宗像委員。 

〇10番（宗像 脩君） この間「北の零年」というのを見ました。私は、それを見て、白老は

映像には出てきませんけれども、ずっと一貫して思ったのは、白老も、名前はどうあれ、「北

の零年」だろうが何だろうが、それはいいわけですけれども、ドラマがかなりできるな。三好

堅物さんであれ、氏家何とかという人であれ、何であれ、そういうものでＰＲをするというの

は非常にいい材料を持っているというふうに思うのです。ですから、この予算がどうのこうの

というよりも、学芸員や、あるいは友の会の説明の方の話やら、本当にいい話だな、こうだっ

たのだな、うちらの先祖といいますか、この白老の先輩たちはこういうことをやってくれたの

だという非常にいい材料があるのに、それが生かされていない。もっともっと生かす方法があ

るのでないだろうかというふうに、「北の零年」を見ながらつくづくそう思ったのです。その

あたりを、今度の課題になるでしょうけれども、そうやってぜひ生かしてほしいと思いますけ

れども、それらについて教育長あるいは町長はどのようにお考えでしょうか。 

〇委員長（吉田和子君） 牧野教育長。 

〇教育長（牧野正典君） 私どもも資料館等の入場者の増ということで、武永学芸員ともども

頑張ってございますけれども、なかなか思うに任せない部分ございます。ＰＲ等についても、

今課長がお話ししたようにやってございますし、ことしですか、北海道第２弾目の北海道遺産

という形で陣屋で挑戦いたしました。相当数のＰＲができたのかな。選考委員会の中でも陣屋

にかかわって、いかに多くの町民がかかわってこの陣屋を守って、あるいはＰＲをしているか

という活動がかなり全道的にＰＲできたのかなと思います。残念ながら指定にはなりませんで

したけれども、伊東会長のお話のように、やはりこれまでの地道な取り組みをこれからも粛々

と続けていく。やはりそのことがまた将来にわたって陣屋のＰＲにつながるのかなと思ってい

ますので、確かにいろんなことも考えなければなりませんけれども、やはりこの地道な活動、

このことも非常に大切なことだなと、今回つくづく感じましたので、そんなことでそういう方々

とも連携をとりながら、これからもＰＲを重ねてまいりたいと思いますので、ご理解願いたい
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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。ありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（吉田和子君） 次へ進みます。 

 区切り21、320ページ、６目高齢者学習センター費から330ページ、７項給食センター費全般

について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。325ページ、スポーツ団体補助金の関係でございます

が、ことし、これからだと思いますが、萩野小学校のミニバスケットの選手が全国大会に行き

ます。今まで過去においても相撲の代表が全国大会へ行ったり、あるいは白老中学校の野球部

が行ったりということで、非常に白老にとってはうれしい話なのですが、ただ一つ気になるの

は、今回のミニバスケットもそうなのですけれども、町から出るお金がかかる経費の何割です

か、少ないので、本当に親があちこち歩きながら、その財源をやっているという事実がありま

す。それで、そういった大会には町として多分児童生徒スポーツ大会派遣費というのから出て

くるのでしょうけれども、一応基準といいますか、それはどのようにして算出しているのか、

まずそれを伺いたいと思います。 

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） 今年度でいいますと22回、派遣費補助を出しております。こ

れにつきましては、行く場所によりましてそれぞれ違いますが、特に全国大会につきましては

飛行機の往復の旅費、それと宿泊費、それに食事代という形になりますが、一応うちの基準と

しましては、個人で行く場合には１人ですとか２人ですとか、それに指導者がつくという形で、

１人、２人であれば指導者が１人、10人までは指導者が１人つくという。10人を超えますと、

指導者２人と。今回のミニバスの場合には、大会の要綱の中に参加数が15名という人数が明記

されておりますので、それから追いまして指導者を２人つけるという形で、その旅費と、それ

から宿泊費と昼食代と。ただ、当然旅費についてはある程度金額的に、早割ですとか、そうい

うものを活用してというところはあるのですが、宿泊というのはそれぞれいろいろだというふ

うに思います。会場に近くてすごく金額が高いところというのもあると思います。そういうよ

うなところ、金額が高いので、すべてのお金をというふうにはなかなかいきませんで、ある程

度町の要綱の中の基準に合わせる形で算出をさせていただいております。ですので、全額負担

ができるというふうにはなってはおりません。 

〇委員長（吉田和子君） 10番、宗像委員。 

〇10番（宗像 脩君） きのうから始まりました甲子園の高校野球ですけれども、いろんな関

係者に聞きますと、甲子園というのは物すごく金がかかるのだ。だけれども、そのはね返りは

ちゃんとあるのだ。例えば１億円出したとしたら１億円返ってくると判断していい。その宣伝

効果というものは、苫小牧なら苫小牧、高校なら高校ということですごく効果がある、そうい

う話を聞いたことがあります。私は、別にその効果を期待して言っているわけではなくて、今
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回の例えばミニバスケットを例にとりますと、別に収支を聞いたわけではありません。幾らか

かるから、親は何ぼ出すかということはわかっていませんけれども、たまたま私のうちにもこ

ういうことですからお願いしますと来た。その人との会話の中で、親も大変だな、いわゆる後

援会が大変だな。一応白老を代表でなくて、北海道を代表して行くわけですから、もっともっ

と力強いバックアップがいいのでないだろうかというふうに思うのです。基本的にそう思うの

です。そのあたりで、これも理事者の方のお考え聞きたいのですが、特に白老の場合は文化と

スポーツのまちですから、そういうことの看板も上げているわけですから、そういう子供たち

に対する助成、これは年に１回や２回でない、いろんなケースがありますけれども、ひとつそ

のあたりについての見解を伺いたいというふうに思います。 

〇委員長（吉田和子君） 牧野教育長。 

〇教育長（牧野正典君） 今ミニバスのことにかかわって、いろいろお話ございました。やは

りことし22回ほど全道、全国大会へ行く子供がいるということは、やはりそれなりにスポーツ、

文化にかかわって子供たちが一生懸命活動していることなのだろうと思いますし、非常にうれ

しく思ってございます。今回萩野のミニバスにかかわっても、選手の15名の分についてはそん

なに負担がかかるような状況になってございませんけれども、それ以外の選手にならない人で

すとか応援団ですとか、そういう人たちの経費が相当数かかるのだろうと思います。そこまで

は、うちのまちの基準には該当しないがために、そういう状況になっているのかなと思います

けれども、もしそこの分まで見るとなれば、これはまた大変な費用が必要になるのかなと思っ

てございますので、そこのところはぜひ出場する選手に係る分についてはそんなに多額の負担

をかけているとは私ども思ってございませんので、ちょっとそこのところだけご理解願えれば

なと思っているのですけれども。ただし、本当にこういう形で子供たちが行くということは、

非常にすばらしいことだと思います。ですから、やはりそういう意味では町民こぞって何らか

の応援を皆さんでして、子供たちを送り出すということは非常にすばらしいことだと思います

ので、そういう活動はぜひ大きくなって、まち全体でどういうスポーツ、どういう活動であっ

てもできるようなことになればいいなと思っていますので、ぜひ委員の方もそういうような形

で動いていただければ非常にありがたいなと思っておりますので、ご理解願いたいと思います。 

〇委員長（吉田和子君） ここで昼食の休憩をいたします。 

          休憩 午前１１時５９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。 

 区切り21のところで質疑のございます方、どうぞ。ありませんか。 

 ３番、山本委員。 

〇３番（山本浩平君） ３番の山本でございます。325ページの総合型地域スポーツクラブ調査

事業というのがあるのですけれども、臨時で若干の金額が出ております。どういったものを調

査して、目指すところはどういうものなのかというのをちょっとお聞かせ願えればと思います。 
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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） 総合型地域スポーツクラブ事業についてです。今少子化によ

りまして、各学校の中でもクラブ等が成立しない、人数が少なくて成立しないというところが

出てきております。それは、学校だけではなくて、まち全体として総合的にスポーツの一つの

大きな組織をつくって、その中で小学生も、それから成人もいろいろな形でのスポーツをその

総合型のスポーツクラブの中で組織をして、いろんなスポーツ事業を楽しみましょうという、

簡単に言いますとそういうような事業になります。これにつきましては、日本体育協会の方か

ら委託という形で16年度、17年度、白老体育協会が受ける形で設立に向けての準備をしており

ます。このついている予算というのは、その中で町の職員も一緒に体育協会の総合型地域スポ

ーツクラブを立ち上げるに当たって、町の職員も一緒にこの事業を支援していくためにメンバ

ーとなって入っていって調査研究をするという経費になっています。これにつきましては、め

どとしては平成18年度設立に向けて、今白老町に合った総合型スポーツクラブとはどういうも

のなのか、それをそれぞれのスポーツ団体の指導者であったり、実際に活動している人であっ

たりという、そういうようなことで運営委員会などの組織をつくりまして意見交換をしたり、

それから先進地と言われていますほかの地区での実際のクラブ活動はどういうふうになってい

るのか、そういうようなものを視察するための経費であります。 

〇委員長（吉田和子君） ３番、山本委員。 

〇３番（山本浩平君） イメージ的には、例えば小学生と成人の方との合流したようなクラブ

チーム、テニスならテニス、水泳なら水泳、いろいろあると思うのですけれども、そういった

ことでうまくやっている先進地も現実あって、そこを調査していくということですね。今現在

でのイメージというのは、これからということで踏まえてよろしいのでしょうか。 

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） 白老としての形というのは、平成17年度１年かける形で土台

をきちっとつくって、18年度設立をというふうに考えています。 

〇委員長（吉田和子君） ほかに質疑のございます方、どうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（吉田和子君） なければ、次へ進みたいと思います。 

 区切り22、332ページから360ページまでの11款災害復旧費、12款公債費、13款給与費、14款

諸支出金、15款予備費及び給与費明細書、地方債現在高見込額調書、債務負担行為に関する調

書について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。348ページの給与費明細書の中でちょっとお尋ねをし

たいのですけれども、特別昇給の関係なのですけれども、昨年は特別昇給４人と、ことしはゼ

ロになっているのです。対象者数がないのかどうか。そして、ゼロというのは私も余り今まで

記憶ないのですけれども、今後の特昇の対象者がどういうふうな推移をしていくか、その点に

ついてまずお尋ねをいたしたいと思います。 
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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） ここに載っている特昇の部分ですけれども、国の法律といいます

か、国家公務員に準じて地方公務員の方も15％枠での特昇の枠があると。それについては、17

年度以降適用外といいますか、適用しないというような形で、17年度以降は15％枠の部分につ

いては特昇を採用しないといいますか、そういうような形でいきます。ですから、15％枠は16

年度で終了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） 国の枠はそうなりますけれども、白老町独自としての特昇含めて、今

後の状況はどうですか。例えば対象者数どれぐらいいるかということはありますか。特昇は今

後一切ないということで理解していいのかどうかという意味です。 

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） ちょっと確認させていただきたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。 

〇委員長（吉田和子君） 暫時休憩いたします。 

          休憩 午後 １時０７分 

                                           

          再開 午後 １時１７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。 

 白崎総務課長。 

〇総務課長（白崎浩司君） 時間いただきまして、大変申しわけございません。 

 特別昇給のお話で、先ほどのちょっと補足説明いたしますけれども、国の制度の中で15％枠

ということで、16年までは昇格運用制度の特昇枠ということで、平成４年から16年まで行いま

して、16年度でそれは終了すると。国の方も15％の枠というのは、まだそれは現存していると

いう中で、再質問でありましたけれども、今後特別昇給があるのかないのか。この前段で言っ

た部分の特昇というのは16年度で終了いたしましたけれども、今後発生するのは前歴是正、前

歴の見直しですね、そういうものの発生が今後想定されます。予算の作成の段階でまだ組合等々

とも協議が調っていなくて、予算上は計上しておりませんけれども、それが整理次第、特昇の、

いわゆる15％枠内で前歴の是正をした中で特昇を考えている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） 大体わかりました。要するに前歴是正以外の特別昇給はないというこ

とですか、それが一つ。 

 それと、大枠の人数の対象者どれぐらいいらっしゃるか、その二つだけお尋ねをしたいと思

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） １点目の前歴以外ということでいいますと、給与の是正というこ

とで平成２年の４月以降の採用者とそれ以前の採用者で給与制度の中で一部格差が生じている
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という中でその是正がございます。対象者については、今の言った部分では101名程度、それか

ら前歴の是正については43名です。 

 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） 給与費のところでお伺いしたいのですけれども、350ページのところと

いうふうに思っておりますけれども、特別職の下に一般職その他とありますけれども、合計で

309名になっておりますけれども、私の聞いたところによりますと、今年度の３月５日現在で嘱

託が104名、臨時が163名、合計267名の人がいるというふうに聞きまして、ちょっとここの数字

と随分合わないなと思ったのですけれども、それはどのようになっておりますでしょうか。 

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） 350ページに記載しております明細書、これは一般会計の職員の分

ということですから、ここで書いているその他という50名、これにつきましては一般会計で給

与を支払いする嘱託職員ということでございます。今委員さんが言われた総数としては、他会

計も多分入られているのかなと思いますので、予算上は他会計を含めて嘱託職員は73名でござ

います。臨時まで数字押さえておりませんが、委員さん言われた部分は、多分全会計を合わせ

てということだと思います。 

〇委員長（吉田和子君） ７番、西田委員。 

〇７番（西田祐子君） 今回これお聞きしましたのは、かなりの方がほかの会計も含めて嘱託

職員、臨時職員、たくさんいらっしゃると聞いていまして、そこの中で年金をいただきながら

勤めている方もかなりいらっしゃると。それは、仕事の性質上、そういう方もお願いしなけれ

ばならないという部分もあるのだと思うのですけれども、まちの声というか、何人かの方々か

らやはり嘱託とか臨時職員に採用していただく部分において、できれば仕事を持っていない、

年金ももらっていないような方を採用する段階でできれば考えていただきたいという声がある

のですけれども、その辺はどのようにとらえていらっしゃいますでしょうか。 

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） 嘱託職員、それから臨時職員の採用につきましては、従前にもお

話ししてございますけれども、基本的には公募という形で募集を受けて、面接を行いまして採

用しています。ただ、嘱託職員あるいは臨時職員もそうなのですけれども、先ほど言われまし

たとおり職種によっては専門的な知識を有する職種もございますから、その方につきましては

一般公募ということでなくて、選考採用をしている部分もございます。そういう中で、今言わ

れた年金等の、あるいは多分年齢のことだと思いますけれども、先ほど言いました全会計で73

名と言いましたけれども、専門的なところで言えば年金だとか、それから教育委員会の生涯学

習アドバイザー、それから適応指導教室とか、そういう部分については選考採用させていただ

いておりますけれども、その他の部分では基本的には公募で採用を、応募していただいている

というような状況で、当然面接の中でその職種に合った方を選考していると。ですから、特に

年齢とか、それからその人の状況とか、それも当然考慮には入れますけれども、それを優先的
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にということには特にはなっておりません。 

 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） できれば、これから採用する段階で、ぜひその辺も含めて検討してい

ただきたいというのが、やはり職を持っていない方々が町内にかなりの数いらっしゃるという

現実もありますので、ぜひその辺をお願いしたいと思います。 

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） 先ほどの答弁の中でも優先的にというか、優先条件としては、特

にその方々を優先という考え方は条件としては提示はしていませんけれども、採用する側とし

てはやはり家庭状況なり収入状況なりも合算した中で採用していきたいと。今までも採用して

いる。そういうことも含めて合否を決めているということできておりますので、これからもそ

ういうような形でいきたいと思っています。 

〇委員長（吉田和子君） ほかに質疑のございます方、どうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（吉田和子君） これで歳出が終わりました。 

 ここで歳出全般について、特に質疑漏れの方がおりましたら、どうぞ。 

 ４番、鈴木委員。 

〇４番（鈴木宏征君） 全会計にまたがっている支出もありますので、ここでお話ししたらい

いのかなと思ったのですが、それと入札制度の問題なのですが、今までもずっと入札を、これ

から17年度の予算執行に当たって、いろんな入札が始まってくると思うのですが、今の入札の

仕方というのは、入札金額を公開して入札をするという、そういう方法をとっていまして、以

前から見ますと落札率もかなり下がってきていまして、それなりの効果はあったと思うのです

が、今こういう町も財源が厳しい中で、やはりそういう入札率を少し下げるという努力という

のは大きな仕事かなと思うのですが、金額が大きいものですから、１％でも下がるということ

はかなり効果があるという部分が、効果があると言ったらおかしいのですが、財政的に効果が

あるという部分もありますので、そういう部分では今の制度が本当にそれに適切というのです

か、本当にいいのかなというのがありまして、前にも質問したときには、電子入札ですか、そ

ういうものも取り入れているところもあって、かなり効果もという話をさせていただいて、国

でもそういうお話を、その流れをつくろうと思って、国でも今調査を進めていますという話だ

ったのですが、そういう中で白老町としては今までどおり入札金額を公開して今年度はやろう

としているのかということが一つと、それと前年度の入札の中でも入札金額が900万円で落札が

50万円という、そういうような極端な入札結果も出ております。あと一つは、情報ですと、あ

る町で250万円の入札が500円で落札したとか、そういう最近の例としてあるわけです。それは

ちょっと余りにも、低いからいいというものでもなくて、やはり入札の金額を決定するには、

それなりの根拠があって出しているわけであって、本当にうちらが求めたものがその金額でで

きるのかどうかというのは、こちらから見ると、そんな金額でできるのというような、そうい
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う不安もありますよね。それで、僕が知っている制度では最低価格を決めるとか、そういうよ

うな制度として、やはりそういうことを防止するというのですか、余り極端な入札価格に対す

る防止策というのですか、予防策というのですか、そういうものも必要だと思うので、そうい

うところをどういうふうに考えているかということを一つ。 

 それと、各項目に委託料、私も前段で質問させていただいたのですが、いろんな委託料が出

ております。工事の設計の委託料ですとか、何か計画をつくる委託料。その委託料は、やっぱ

り基本としては自分たちでできるものは自分たちでやるという、どうしてもできないものにつ

いては委託をするという、そういうことがまだまだ僕はもっと自分たちでやれる部分があるの

ではないかというのがあるのです、設計にしても何にしても。聞こうと思って、ページが間違

ってあれなのですが、土木の駅北の公園の部分も、あれは設計委託料が700万円ぐらいあったで

しょうか、測量調査とかいろいろ入れましてもそのぐらいありますよね。あれも全額防衛庁の

金額でやると思ったら、起債が1,200万円でしたか、町債もついていましたよね、あの予算には。

そういうことで、やっぱり町からの持ち出しもあるという話であれば、そういうところを自分

たちでできるものはできるという、やるという方向を、何ぼ予算が通って、これから組織もグ

ループ制になりますよね。そうしましたら、今の係よりもっと柔軟な対応の中で仕事ができる

ということになったら、今の一係でどうしてもできないという形がグループになればできると

いう可能性も出てきますよね。ですから、そういう制度の中でもう一度執行する前に検討して

いただいて、本当にできないものかできるものかというのを精査して委託料を出していただき

たいと思うのですが、この二つをどういうように考え、そういう考え方があるかどうかという

ことをお聞きしたいと思うのですが。 

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） 何点かご質問いただきました。その中で予定価格の事前公表に

伴います落札率の低下といいましょうか、その部分だと思いますが、まずその件について答弁

させていただきますが、ご存じのとおり予定価格の事前公表につきましては平成13年から取り

組んでおりまして、あわせてそのときに一般競争入札も同時に導入しておりますが、それらが

相乗的な効果があって落札率が下がったというふうに理解しているわけですけれども、その中

にありまして、委員言われるように落札率を幾らかでも下げる方法はないのかと、こういうふ

うなお話なのですが、現在一般競争入札、先ほど言いましたけれども、事前公表とあわせて一

般競争やっているのですが、一般競争入札の対象となる金額ですが、建築工事にあっては5,000

万円、土木系工事にあっては2,500万円と、こういうふうにしてございますが、必ずしも結びつ

くかどうかは断言できませんけれども、仮の方法として、もし方法を挙げるとすれば、その一

般競争入札の範囲を拡大するといったようなことも一つではないのかなというふうに考えます。 

 それから、予定価格の事前公表もこのまま引き続きやろうというふうな考え方で現在はおり

ます。こちらの方につきましては、対象金額が建設工事等にありましては130万円以上、それか

ら設計委託等の場合であれば50万円以上ということで事前公表をやってきていますし、先ほど

言いましたようにこれからもこの辺は続けていきたいというふうに考えてございます。 
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 それから、電子入札の関係のお話もありましたが、国においては平成16年度、つまり今年度

も間もなく終わりますが、16年度で完全実施してございます。都道府県につきましては、16年、

17年で検討期間だというふうに聞いておりますし、18年から本格導入と。我々の市町村にあっ

ては、平成でいけば22年完全実施というふうな流れでございます。電子入札に伴います落札率

の変化があったかどうかについては現在承知してございません。 

 それから、予定価格に対しまして契約額がかなり小さいと。いわゆる先ほど出ました落札率

がかなり低いというふうなことですけれども、これに関係しましてはいろんな制度があるわけ

です。先ほど委員言われました最低制限価格といったものもございます。これは、古くからあ

る制度なのですが、地方自治法施行令167条の10の第１項で、平成14年３月に施行令が改正にな

りまして、ただいま言いました167条の10の第１項の中に、それまでは建設工事のみ適用だった

のですが、その時点から設計等も一緒に適用になった制度がございます。それは、いわゆる最

低制限価格と別でございまして、通常の入札を申し上げれば予定価格を下回った者のうちの最

低の者と契約すると、こういうふうになっているわけですけれども、その第１項の中には最低

の価格をもって入札したものであったとしても、その金額でその者と契約することが工事の目

的物の適正な履行が確保されるかどうかと。そういったような部分を十分検討した上で、場合

によっては契約の相手方としないことができるという、そういう制度なのです。つまりそれの

判断をするために調査をするという意味で低入札価格調査制度と、こういうものがございます。

最低制限価格とは別にそういう制度がありまして、それは建設工事も設計等についても同様に

適用になりますと、こういうことでございます。まだ確定的なところではございませんが、庁

舎内に入札制度検討委員会というのがございまして、ただいま申し上げました低入札価格調査

制度の導入について、各種調査をいたしまして検討しているところですが、おおむね固まりつ

つある状況です。準備が整い次第といいましょうか、できるだけ早い機会に導入を図りたいと、

そういうことで作業は進めております。 

 私の方からは以上です。 

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） 委託費全般の考え方ということなのですが、私は設計の方でお答

えさせていただきたいと思います。 

 設計委託につきましては、単独事業についての一般の土木施設との設計等については、もう

既に職員でやっております。ただ、補助事業につきましては、これは構築物の品質の確保だと

か、設計積算に伴う明確な根拠、精巧な図面だとかが国だとか、そういう検査時に会計検査院

から求められるようなことになっております。そのようなことで、高度な専門知識や機器が必

要となってくるということで、自前での設計は今のところ難しいのかなというのは思っており

ます。そういうふうな中で、それらを備えたコンサルタントへ依頼が余儀なくされているとい

うことでございます。それを国も認めておりまして、ご承知のとおり設計委託等については補

助対象として公に認められているというような状況でございます。委託の考え方については今

言ったとおりなのですが、先ほど駅北地区の整備の関係で、この1,200万円というのは工事請負
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費でございます。今12月に私ども補正をさせていただきまして、基本計画だとか、そういうも

のを今進めておりまして、やっと計画がまとまったところでございますが、来年度の事業計画

といたしましては2,500万円の交付金の中で整備をするとなれば、用地と次年度の委託料、それ

で目いっぱいになるという状況でございます。それで、私どもも要するに補正までして取り組

んだ事業なものですから、ぜひ目に見える形にしたいということで、起債事業の中で町有地部

分の道路を進めましょうということで今回計画させていただいた状況でございます。 

 以上です。 

〇委員長（吉田和子君） 三國谷助役。 

〇助役（三國谷公一君） 今駅北の設計委託については土木課長から答弁したとおりなのです

けれども、委託料全般にわたってのことでございますけれども、ごみ処理基本計画のところで

ちょっと議論ありましたけれども、私ども予算査定をする中でも、従来の考え方を大きく変え

まして、どちらかというと従来はそういうものは専門的なところにというような考え方で委託

したという部分多かったというふうに我々も反省しております。今総合計画もしかりでござい

ますけれども、ことしの事業の中では福祉の方の地域福祉計画でありますとか次世代の計画で

ありますとか、障害者の計画でありますとか、これも実は委託している部分ございますけれど

も、これらの分につきましても、予算の段階から全部中を見まして、本当に自前でできないの

かと。外に出すことは果たしていいことになるのかと。やっぱり白老らしい計画をするには、

職員で町民の皆さんの考え方をきちっと入れるべきだというような中で、どうしても外部に発

注した方が専門的にきちっとやってもらえる部分ですとか、できない部分は職員がやるよりは

専門家にやらせた方がいいものができるという部分だけのお願いをしているところでございま

して、ごみ処理の関係も120万円ぐらいの予算ですけれども、前回はたしか1,000万円近いお金

をかけて処理計画をつくったような経過でございます。そんなことも、繰り返しになりますが、

予算査定の中でもきちっとそういうことを全部チェックしてやっておりますので、今後そうい

うような視点で進めてまいりたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。 

〇４番（鈴木宏征君） 入札制度のことにつきましては大体理解しましたが、やはりそういう

ことを進めているのであれば、予防ですので、早い時期にそういう制度を取り入れて、そうい

うことが結果として起きないような、起きても対応ができるような、そういうようなものを早

くつくっておいた方がいいのではないかなというようなことを、これはお話ししておいて、そ

ういうふうにぜひしていただきたいと思います。 

 それと、委託料なのですが、今たまたま土木課長の方からその部分が出ましたけれども、こ

れ予算でいいますと設計の委託料が470万円ですか、のっていまして、この部分だけたまたま言

ったのですが、昔はきっと土木の課長もこのぐらいのことだったらきっと自分で自前で設計し

て出した、そういう時期があったと思うのです。そういう時代が変わったと言えば時代が変わ

ったのかもしれませんけれども、これからの組織の中では、組織もそういうふうに柔軟に変わ

る、グループ制度になるという話ですし、いろんなところが協力し合ってやれば、今いろんな
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情報が入る時代ですよね。設計するにしたって、設計の資料集だとか、いろんな公園の資料集

があって、そういうやつを見ながら自分たちでやるということも全くできないことかといった

ら、やる気さえと言ったらおかしいでしょうけれども、時間とやる気さえあればできる仕事だ

と思うのです。ただ、今の係だとか、そういう中でいくと、そういう時間とかかけるよりは、

そういうところにきちっとやった方が効率がよくて、きちっとしたものができるとかというこ

とがあるのであれば、今グループ制ということで柔軟に対応できる、そういうような制度にも

なるわけですし、やっぱり今までの観点から変えて、課長はおれたちだって若いころはこうや

ってやったのだぞみたいな話の中から少しずつ、そういう雰囲気というのですか、つくってい

かないと、これだけ苦しくなって、何でも委託、委託という、そういう時代でないような気が

する。やっぱりできるものはやる時代になってきたのかなと思いますので、建築もそうですし、

土木もそうなのですが、そういう昔の考え方にまた一から戻ってやることが係の人の勉強にも

なりますし、そういう考え方で今後課長も進めていくという話ですので、ぜひ自分たちでやれ

るものはやるという方向の中で少しでも町からの持ち出しを少なくするという努力もぜひして

いただきたいなと。これも要望として終わります。 

〇委員長（吉田和子君） 14番、大渕委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 簡単に３点お願いします。一つは、歳出全般で繰出金の関係で約15億

円程度の繰出金あるわけですけれども、この中でルール計算分以外の金額がどれぐらいになる

のかということが１点です。 

 それから、もう一点は、先ほどの特別昇給の関係なのですけれども、17年、18年でどれぐら

いの人数が特別昇給の対象になるかということが２点。 

 あと１点、昨日墓園の関係でお尋ねをしたときに、私の聞き間違いかもしれないけれども、

答弁で条例でないというふうに２年間のことをおっしゃったように思ったのですけれども、墓

園条例を見ますと、使用許可の取り消しというのは第11条にございまして、変わっているかど

うかわからないけれども、使用許可を受けた日から同等の墓碑、工作施設をなさず、２年経過

したときは使用許可の取り消しと明文化されているのです、条例で。ただし、焼骨を埋葬した

ときはこの限りではないというふうに、これは僕の引っ張っているのは違うものかどうかわか

らないし、同時に維持管理上の措置命令という中で町長は墓園の維持管理上必要があると認め

たときは使用者に対して必要な措置を命ずることができると、こうなっているのです、13条で。

そうすると、きのうの答弁とは私ちょっと違うような気がするのです。それは、２年たったら

やっぱりきちっとやらなくてはいけないと。町長は、それは買い戻しでない、返してもらわな

ければだめだというふうに私は受けとめるのです。きのうの答弁とちょっと違うのかなという

ふうに思っていますので、その３点質問をしたいと思います。 

〇委員長（吉田和子君） 辻財政課長。 

〇財政課長（辻 昌秀君） 私の方からは、繰り出しの関係のご答弁をしたいと思います。17

年度当初予算に計上しました、出資金も含めますけれども、特別会計、企業会計の繰り出し14

億9,400万円ぐらいございますけれども、このうちいわゆるルール外といいますか、繰り出しの
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基準外の繰り出しといたしましては、国保会計に赤字解消分として2,000万円、老人ホーム会計

については全額になりますけれども、財源不足分ということで施設整備費も含んでいますけれ

ども、2,015万1,000円。あと下水道会計には、これも元金償還等財源不足分ということで、赤

字解消分という位置づけになろうかと思いますけれども、5,000万円。臨海部土地造成事業会計

に、これも赤字解消分で3,000万円。あと病院会計につきましては、繰出金として経営健全化対

策分の2,000万円と出資金の３分の１分、ルール外の部分として1,400万円ぐらいございます。

合計して１億5,400万円ぐらい、この15億円のうち１億5,400万円、約10％程度が今基準外の繰

り出しというようなことになっております。 

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） ２点目の特別昇給の関係ですけれども、先ほど対象者数を言った

のですが、17、18の人数ということで、合わせまして17年度が35名、18年度が15名でございま

す。 

〇委員長（吉田和子君） 二瓶生活環境課長。 

〇生活環境課長（二瓶 充君） この11条の関係につきましては、買い戻し等の部分を指して

いるわけではないのです。それで、具体的な事例に基づきまして、ちょっと調査時間、今いた

だきたいと思います。確認して、今答弁いたしたいと思います。 

〇委員長（吉田和子君） ２時まで休憩したいと思います。 

          休憩 午後 １時５０分 

                                           

          再開 午後 ２時０１分 

〇委員長（吉田和子君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 答弁の方お願いいたします。 

 二瓶生活環境課長。 

〇生活環境課長（二瓶 充君） 私の認識の一部誤りがありました。この11条の２号の使用許

可を受けた日から何ら墓碑等の工作施設をつくらなかった場合には、使用許可を取り消すこと

がありますと、することができるという部分です。ちょっと私ここの部分、詳しく解釈してい

なかったのですが、実際にはこの50年に条例が施行になった時点のときには、購入なさった方

についてはそういう形の中では指導したという事例は一方である傍ら、なかなか売れないとい

う中で、この条項があるのだけれども、買ってもらえないだろうかという形の中で町民の方に

売ったという状況も実態としてあるわけなのです。そうしますと、第19条の方に管理料と使用

料関係は還付しないということが載っていて、当初から実際の部分と運用していた部分のとこ

ろでちょっとふぐあいが実態としては生じているという部分があります。それで、そういう中

ですけれども、当初からそういう部分できちっと運用していっていないという状況もあります

ので、現状の中の墓園をすぐここのところで当てはめるというわけにはいかないと。ただし、

昔の当初売り出した部分についてのものにつきましては課題が残るけれども、今後の墓園の部

分につきましては、この条項をきちっと適用させた形の中で進めていかなければならないとい
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うふうに考えます。 

〇委員長（吉田和子君） 14番、大渕委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 状況はわかりました。ただ、私が言いたかったのは、やはり条例がき

ちっとなっているのであれば、そこをどう受けとめて仕事をされるかという、原則論できちっ

とやるべきだ。その中で今の19条の部分があるわけですから、これは十分裁量権があるわけで

す。ですから、そういうことで言えば、そこら辺のところがやっぱりきちっとすべきであろう

というふうに思うから聞いたわけでございますので、その点十分理解した上ですけれども、今

後、私が言うべきことではないかもしれませんけれども、やっぱり条例にきちっとのっとった

形で運用していただくということで、そこはやはりきちっとしていただきたいというふうに思

います。 

 もう一つだけ、さっきの特別昇給の関係、17年度35ということは、これは17年度の予算に35

が出ていないということは、これはいいのですか。それだけ。 

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） 先ほどの第２答のときに若干触れさせていただきましたけれども、

当時予算の作成時に特別昇給の先ほど言った15％枠が16年度に終了するということで、それを

整理しているのですけれども、その後の前歴是正、それから平成２年以降の採用者の特別昇給

については、17年度に向けて整理をした段階が２月以降なものですから、当初の段階での予算

計上が十分時間的にできなかったというようなことで、当初には計上できませんでしたけれど

も、ただ金額的と、それから特別昇給の先ほどの人数も含めて、当初には計上できませんでし

たけれども、補正あるいは既定の予算の中で対応できれば、それの形で対応したいというふう

に、特別昇給の制度といいますか、先ほど言った２点の特昇の前段で当初予算を組む段階で整

理ができなかったので、当初予算には含んでおりませんけれども、これが整理できた時点では

補正をお願いしようということで考えております。 

 以上です。 

〇委員長（吉田和子君） 11番、氏家委員。 

〇11番（氏家裕治君） 11番、氏家です。私一般会計全般で質問していいのかどうか、ちょっ

とわからないのですけれども、この一般会計の中に町長の推し進めようとしているふるさと農

園についての考え方だとか、私も12月の定例会で一度質問させてもらったのですけれども、下

水のし尿処理の再利用についての調査項目だとか調査費だとかというものが今回盛り込まれる

のかなと思っていたのですけれども、下水の特別会計の予算書見てもそういったものもありま

せんし、もしかしたらどこかにあるのかなと私の考え方の中でちょっと見当たらなかった部分

あったものですから、簡単でいいのです。調査はもうされているのだと。されていて、今回上

げなかったと。企画段階で、例えば町長の構想を今企画として考えているのだという部分であ

れば、それはそれで構いません。その辺の見解をちょっとお聞きしておきたいと思ったもので

すから、お願いいたします。 

〇委員長（吉田和子君） 和野産業経済課参事。 
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〇産業経済課参事（和野敏夫君） 下水道のし尿の汚泥の部分、それからあと今新たに白老町

地域産業連携活性化検討会ですか、それが立ち上がっていまして、それも産廃の部分というか、

そういう残渣を利用して堆肥化できないかという取り組みもあります。それらを含めて、今後

17年度で検討していきたいと思っております。 

 以上です。 

〇委員長（吉田和子君） 11番、氏家委員。 

〇11番（氏家裕治君） 参事の話、よくわかるのです。ただ、一般に私聞くところによると、

し尿処理の残渣、あれには重金属が含まれるから使えないとか使えるだとかという話も私聞く

のです。だから、もし使えるものであれば調査をして、またあれは一般家庭にも既にまかれて

いるものというか、無料で出されているものなのです。そういうことを考えれば、確かに今の

連携の中で調査していますと、そういったものを含めてという話は私も講習会にちょっと顔を

出させてもらっていますし、よくわかっています。実際もう各家庭に行っているものが先では

ないのですか。そこへ行って調査して、そういったものが使えるか使えないかという、そうい

った調査ぐらいは、この17年度でしっかりやるべきではないのかなと思うのですけれども、そ

の辺について見解があればお願いします。 

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） 今の下水道の汚泥の分析データは、下水道課の方で各家庭

に配布した時点で持っております。それで、その分析データでいきますと、許容範囲というこ

とです。ただ、農業としての位置づけで考えますと、それがどれだけまかれていったら許容範

囲を超えるのかと。要するに重金属ですから、土壌に残るという心配もあります。ただ、一般

家庭で使う量というのはある程度決められて、そんな多くの量でないと。ただ、農業の生産と

したり、それからそこのふるさと農園として一般の町民に開放する部分と、それからそこで高

齢者の生きがい対策の部分で、そこで常時農業生産活動をやっていく場合と、質的に使う量だ

とかまかれる箇所が異なってくるということで、そういう部分については分析データをもとに

それらを今度17年度では農業改良普及センターだとか、そこの専門組織を入れて検討していき

たいと思っております。 

〇委員長（吉田和子君） 11番、氏家委員。 

〇11番（氏家裕治君） 最後ですからあれですけれども、今そういった答えがあるとすれば、

各家庭に配られるもの、例えばダンプ２台が適当なのか、そういった基準配置が今答えの中で

は私たちわからないですね、はっきり言ったら。どれだけの範囲に配ったものが、またそれを

何年積み重ねていったときにどういったものがあるのか、そういったものというのは私たちは

わからないわけですね、はっきり言ったら。今回それを提出してくれだとか教えてくれという

のは、まず関係なくして、これからの私たちの勉強のためにも、そういった資料、今答えにな

ったそういったものがあるとすれば、そういった資料を後でいただきたいなと思います。 

 終わります。 

〇委員長（吉田和子君） ほかに質疑のございます方、どうぞ。 
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          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（吉田和子君） 次へ進みます。 

 次に、債務負担行為、地方債及び歳入に入ります。 

 区切り１、初めに６ページから８ページまでの第２表、債務負担行為及び第３表、地方債に

ついて。よろしいでしょうか。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２、14ページから18ページまでの１款町税全般について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。一つは、以前「町税概要」という冊子が税務課から

各議員に配付をされていたのですけれども、ここ二、三年来ていないというか、受け取ってい

ないのですけれども、その廃止というか、議員に配付をしなくなった理由は何かということが

一つ。 

 それから、ちょっと税務課の方から資料をいただいたのですけれども、それを見ますと一つ

は不納欠損がこの５年間ぐらいで５倍ぐらいの件数、金額ではなくて件数ですね、件数が５倍

を超えるという状況になっております。もちろん今不景気ですから、当たり前なのですけれど

も、税で2,236件、15年で不納欠損が出ている。これは、ちょっと多いなという気が極めてする

のですけれども、現状、状況、内容ですね。当然収入未済額もふえていますから、そういうふ

うになる可能性もあるのでしょうけれども、ただ余りにもちょっと多いのではないのかなとい

うことが一つ。 

 それから、滞納処分が実際には時効中断というのですか、時効中断が130件とこっちもふえて

いるのです。問題は、法的な時効中断と、それから町が任意で法的なものを持たないで時効中

断をされている件数があるかどうか。要するに差し押さえなんかでなくて、例えば悪質滞納者

で裁判には訴えないけれども、町が独自の判断として時効中断をするということがもしできる

としたならば、やっている件数があるかどうか。聞くところによりますと、例えば国保なんか

も含めてそうですけれども、５年間何とか頑張って払わなかったら、あと払わなくてもいいの

だとかというような話もちらほらまた聞こえ始めているのです。そういうことが行われるとい

うことは、私はやっぱり非常に町民としても国民としてもまずいというふうに思いますので、

そこら辺の状況がどうなっているか、ちょっと詳しくお尋ねをしたいと思います。 

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） まず、１点の「町税概要」の配付については、私が税務課長にな

ってからは配付しておりません。その以前についても一、二年配付していないと思いますけれ

ども、これについてはホームページですべて掲載していますので、それで閲覧していただいた

らなと、こう思いまして、配付はしておりません。ただ、税務課としてはつくってあります。 

 次に、不納欠損の件数、５倍を超えているという現状であります。それで、特に平成14年度

に大きく件数、金額がふえております。これについては、地元企業で過去から倒産して、ずっ



 

 128 

と未処分というか、徴収をしていたのですけれども、そういうような状況で税法にのっとって

不納欠損処分をしたという部分が非常にふえています。それと、現状は企業の不景気あるいは

個人の収入状況、家庭状況、財産等々が非常に困窮している状態にあるという部分で、法的に

照らし合わせて、あるいは差し押さえする物件もないというような形の中で執行停止、不納欠

損していますので、額がふえてきているということでございます。ただ、今後は若干減ってい

くのかなと、こう思っております。 

 次に、滞納処分の時効の中断で法的な手続している以外に町独自であるのかなということで

すけれども、これについてはございません。一応地方税法の徴収権の消滅時効の中断について

は、地方税法と民法上の規定を運用される部分でやっております。 

 それで、今大渕委員からお話ありました５年で時効になって、税金なのか税以外なのかわか

りませんけれども、払わなくていいよということが出ているということであれば、我々とすれ

ばゆゆしきことで、不見識きわまりない、こう思っています。それで、そういうことのないよ

うに、今大渕委員も資料見てお話しされましたけれども、差し押さえをやるということで、15

年度は130件、今年はもっとふえていますけれども、事例でいいますと預貯金の差し押さえもや

っていますし、極端に言うと、きょうもちょっと資料を見てきたのですけれども、133円の残高

に対しても差し押さえして徴収しているというようなことで厳しくやっていますので、将来的

に不納欠損を少なくするように、いろんな手だてでもって措置していると。 

 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。「町税概要」の関係なのですが、きのう私の質問と、

企画で質問したのとちょっと違うようになるかもしれないですけれども、例えばホームページ

だけでしたら、議員の皆様方の中に実際にパソコンを持っていらっしゃらない方もいらっしゃ

るわけですから、私はこの「町税概要」をもし出せるものであれば、議員にきちっと配付すべ

きだろうと。そういうものをきちっと議員も見て、そしてその上で今の税の状況を判断すると

いうことも、これは全部が全部かどうか別にいたしまして、私はやっぱりやるべきだろうと。

どこがどういう形で、何でとめたのかということがわからない、私たちもわからなかったとい

うことはわからなかったのだけれども、しかし来ていたことも事実なわけですから、そういう

ことでは私は議員には配付すべきだろうということが１点。 

 それから、今の状況で特に滞納処分といいましょうか、時効中断部分なのですけれども、こ

れは法律的にやらなければ、町が法律的に基づかないで時効を中断するということはできない

のかどうか。法律的に訴えなくても時効中断を町の考え方としてできないのか。この人は悪質

滞納者だと思われる分については、法的手段に訴えなくても、５年で不納欠損で落とさないと

いうふうにできないのかどうか。その点、どうでしょうか。 

〇委員長（吉田和子君） 前田税務課長。 

〇税務課長（前田博之君） 「町税概要」については、16年度の私の手元にありますけれども、

これは直ちに配付したいと思っています。今後も配付していきたいと思っています。 
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 それで、２点目の、法的に町として中断できないかなということですけれども、私も町税の

方、条例等は読んでいますけれども、詳細にわかりませんけれども、今の中では町としてでき

ないと思います。それで、逆に全国的に言われているのは、ただむだに５年間の時効を待つこ

となく、差し押さえ処分するなり執行停止をしなさいよというような逆に指導来ているのです。

小さな町村では、私たちの聞くところによると滞納処分、不納欠損もしないでただ投げてある

という状況が多いので、そういうこともありますので、私たちの方としては逆に法的な部分の

中で滞納処分、差し押さえ等を積極的にやっていきたいなと思っています。 

〇委員長（吉田和子君） 14番、大渕委員。 

〇14番（大渕紀夫君） なぜ私そうやって言ったかというと、法的処分をするということはお

金かかると思うのです、きっと。ですから、お金かからなくて時効中断すれば、相手は債務と

して残るわけです。ですから、そういう措置ができるのであれば、私はそれが一番望ましいだ

ろうと。ただ、私が言っているのは、ない人から無理やり取れと、そういうのではないのです。

ここで見てもわかりますように、例えば国保で言えば6,080万円の不納欠損です、15年度。税で

3,500万円の不納欠損。不納欠損というのは要らないよ、取れないよといったものがこれだけあ

ると。両方合わせると約１億円です。もちろんこの中には当然しようがない部分はあると思う

のだけれども、今これだけの財政逼迫している中で、僕は本当にこの中に悪質滞納者がいると

したら、やっぱり僕はもう断固許せないですし、断固とした措置をとるべきだというふうに思

うのです。税で2,236件、国保で1,940件、これダブっているかもしれませんけれども、物すご

い量です、これは。ですから、そういう点で言えば、税務課については努力はされていると思

います。しかし、法律的に時効中断ができないということがはっきりすれば、それはそれで結

構ですけれども、もし町が何らかの手だてで時効中断をできるのであれば、やはり精査をしま

して、平成14年度に至っては8,000万円の不納欠損ですから、もうこれは幾ら倒産があったって

異常です、私に言わせれば。こういうところをやっぱりきちっと改善するし、町民にもアピー

ルして、税をきちっと納めてもらうという、国民の義務を果たしてもらうということで、どう

いう努力をされるか、また決意を含めてちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

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） 私たちも不納欠損は極力なくするように法に照らし合わせて、該

当するものについても財産調書とか財産関係の追跡調査をして、かなり差し押さえをして、中

断を図って、一円でも取るという決意は持っております。ということは、若干話長くなります

けれども、我々の使命としては、まず滞納整理として徴収して停止して差し押さえという、こ

の三つが要点になっております。それで、やはり多くのリンゴの中に腐ったり腐れかけたリン

ゴをいかに取るかということだと思います。そのまま放置していけばみんなに伝わっていきま

すから。そういうことで、徴収の職員かなり頑張っていますし、税法も読んで、非常に勉強し

ています。それで、余り手のうち言いたくないのですけれども、現実にいけば生命保険までど

うするという問題も私たち言っていますし、年金までも及んでいきます。そして、今国保の問

題言いましたけれども、ほかの税もそうですけれども、一番身近な問題として自動車なんかあ
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るのです。これは、差し押さえできるのです。だけれども、いろんな状況あると思いますけれ

ども、そういうような手法を考えていますし、これは一気にできませんけれども、やれるかど

うか別にしても、そういう手法を今お話ししたように、滞納者には口酸っぱくそういうような

ことを言って、少しでも納めてもらうような努力はしていますので、逆に代がかわって、もっ

と厳しい人が、逆に大渕委員の方からやり過ぎだと言われるぐらいの気持ちでなければできな

いのかなと、こう思っております。 

 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） 18ページ、いいのですね。 

〇委員長（吉田和子君） はい、そうです。 

〇13番（斎藤征信君） 18ページの入湯税の部分について一つ聞いておきたいのですが、町全

体の宿泊施設の数、この白老における宿泊施設の数と、そのうち入湯税が取れる施設の件数は

どのくらいあるのか教えていただきたいのですが。 

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） 税額の基礎的なものははじいていますけれども、宿泊件数でどの

ぐらい取れるかというのは、ちょっと手元に予算算出資料持ってきていませんので、後ほどお

答えしたいと思います。 

〇委員長（吉田和子君） 13番、斎藤委員。 

〇13番（斎藤征信君） 実は、この数字を見まして、支払いをしている一般宿泊客が年間で６

万8,000人と書いてあるわけです。日帰り客が27万6,000人と、こうなっているわけです。単純

計算して、１日どのくらいになるのだろう、こう思ったのです。12で割って、30で割って、そ

うすると宿泊は大体１日190人、日帰りが770人という数が、単純計算だけれども、出てくるわ

けです。それを、今数がわからなかったけれども、入湯税を納めなければならない施設、もし

30件あるのなら30件でそれを割ってみると、物すごく恐ろしい小さな数になってしまうのです。

宿泊なんか１けたの数になってしまうのです。ということは、この実態からいって、この数字

というのは本当に正確なのだろうかと。もっと大きな施設もあるし、小さな旅館もあるし、い

ろいろあるのだけれども、そんな小さな数で入湯税をそれしか払っていないのであれば、経営

自体が困難だろうというような危惧をするのです。そうしますと、この数字というのは本当に

正確な数字がはじき出されているのかどうなのか、その辺がわからないものだから、それどう

いう数字なのかなと思って聞いたのです。 

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） この入湯税については自主申告で全部やっていますけれども、先

ほど宿泊施設が何件あって、どれだけ入湯税払っているのといいますと、実際に私たち毎年実

態調査しています。そして、入湯税の払っていない旅館等も事実あります。そして、宿泊ある

いはお湯に入る人が、日帰りの客が実態と多少、台帳なんか見ると違う部分も正直な話ござい

ます。それについては、私たちの方も正確に申告するように指導はしています。 
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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） やはり納税というのは義務ですから、できるだけ正確な数字の中、そ

ういう調査もぜひしていただきたいと思いますし、そういう正確な数字を上げていただきたい

なというふうに思うのですが、もう一つだけ教えてください。入湯税は目的税だと、こう聞い

ているのですけれども、昨年度なんかはどんなふうにこれが使われているのか、そのあたり教

えてください。 

〇委員長（吉田和子君） 辻財政課長。 

〇財政課長（辻 昌秀君） ちょっと細かな資料、手元に用意してございませんけれども、例

年こういうような用途に使われているということでご理解いただきたいのですけれども、温泉

から出る収入ということですから、温泉のある区域を含めて、そういう清掃的な部分とか、道

路関係とか、基本的には環境整備、こういう地区の環境整備に使うと、そういうような形の中

で道の方から報告を求められておりますので、そういうような報告を実質しております。 

〇委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。 

〇４番（鈴木宏征君） 15ページの町民税の個人の部分が一つ。財政課長の説明ですと、均等

割の納税義務者が前年度に比べて218人減……これ自分で調べた。218人減っているのです。そ

れで、所得割の給与所得のところが前年に比べて3,000万円ぐらい減っているのです。それで、

何かことしから制度が変わったのか、去年と違うのは妻の均等割ですとか、配偶者特別控除の

廃止によるものというのが別に出てきまして、これ操作しますと前年度並みというのでしょう

か、そういうような形になっているのですが、傾向としてこの所得割が減っていく傾向にある

のかどうかということが一つと、それと次のページ、16ページの固定資産税なのですが、評価

替えをやった影響というのですか、それが平成17年度でもあったのかどうか。もし平成18年度

でもこの影響が出てくるのであれば、どのぐらい影響が出てくるのかということがもしわかれ

ば教えていただきたいなと思います。 

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） 所得割については、３年のデータを見ても、実際に課税客体も減

ってきております。それと、固定資産税、評価替えしたら納税額が変わるのかと言いますけれ

ども、16年度、17年度を比較したら、この部分については変わっておりません。 

          〔「今後変わる」と呼ぶ者あり〕 

〇税務課長（前田博之君） 18年度で見直ししますので、きょう国から各地、土地の公示価格

出ていましたけれども、白老町も若干下がっていますけれども、今専門の不動産鑑定に頼んで

やっていますので、それらの部分については、担当としては傾向を多少押さえていますけれど

も、ここでまだ確定されていませんし、中間報告を受けていませんので、言うわけにいきませ

んけれども、そういうような傾向にあるという含みだけは押さえてほしい。 

〇委員長（吉田和子君） ほかにございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（吉田和子君） 次へ進みます。 
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 区切り３、20ページから32ページまでの２款地方譲与税、３款利子割交付金、４款配当割交

付金、５款株式等譲渡所得割交付金、６款地方消費税交付金、７款ゴルフ場利用税交付金、８

款自動車取得税交付金全般について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、34ページから42ページまでの９款国有提供施設等所在町助成交付金、10款地方特

例交付金、11款地方交付税、12款交通安全対策特別交付金、13款分担金及び負担金全般につい

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） 35ページ、国有提供施設の交付金について伺います。防衛庁予算がこ

としは前年度比１％減額しているという予算になっているのですけれども、これを見ますと施

設の助成交付金が5.5％の伸びになっている。全体で下がっているときに配分されている交付金

が伸びているわけですけれども、これは国の配分率が変更になったのか、あるいはここの施設

等に変化があって伸びたのか、そのあたり教えてください。 

〇委員長（吉田和子君） 辻財政課長。 

〇財政課長（辻 昌秀君） 国有提供の所在町助成交付金ですけれども、これは自衛隊基地の

施設のうち法令で定める固定資産についての交付金ということになっております。それで、今

回計上した額は16年度の実績に基づいてほぼ同額ということで、ですから実質15年度から16年

度にかけて今回の増額程度、実質的にふえたと。15年度に比べて16年度の方がふえたので、17

年度の予算としては16年度の実績で計上と、そういうことにしております。これは、白老に所

在する施設の変化、何らかの建設的な部分があったのではないのかなというふうにとらえてお

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） ちょっとよくわからないのですけれども、施設に対する固定資産とい

うことで、変更がなければ伸びてこないはずではないかなという気がするのです。今のお答え

ですと、そこら辺は明確ではないけれども、何か変化があったのではないかと、こういうとら

え方しかできないのかどうなのか。 

 それから、もう一つ、ついでだから聞いておきます。バンノ沢の工事なんていうのはずっと

かかっていましたよね。そういう国費による工事がこれらに反映するのかどうなのか、そのあ

たりも配分率に影響しないのでしょうか、そのあたり。 

〇委員長（吉田和子君） 辻財政課長。 

〇財政課長（辻 昌秀君） 先にちょっとバンノ沢の関係ですけれども、バンノ沢は、これは

町が管理する施設ということでの整備ですから、この交付金の対象にはならないということに

なります。 

 それで、その変化という部分では、あくまでも国が所有する固定資産に対して予算の範囲内

で交付するという仕組みになってございますけれども、一応明細についてはここ何年間は具体
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的な相当のボリュームのある調書は実は来ております、道からも含めて。ただ、我々の方でな

かなか分析する力がないので、どの部分でどれがふえたかというところまで実は分析しており

ませんけれども、そのもとになる評価額が増額になっていると、そういうとらえ方をしており

ます。 

〇委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。 

〇４番（鈴木宏征君） 38、39ページ、普通交付税なのですが、平成16年度の交付税の額が決

定したというお話なのですが、もし発表できるのであれば、ちょっと教えていただきたい。ど

のぐらいになったのかというのを教えていただきたい。 

〇委員長（吉田和子君） 辻財政課長。 

〇財政課長（辻 昌秀君） 普通交付税については、基本的には７月に算定というのが行われ

て、そこで一度確定になっておりますけれども、ただ平成17年度は国の補正予算で若干調整さ

れている分が1,000万円ぐらいあるのですけれども、それが戻ったということで、これが１月に

確定になっております。16年度の普通交付税の確定額は32億1,107万円ということになっており

ます。 

〇委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。 

〇４番（鈴木宏征君） この額なのですが、当初予定した額に比べて、どういうような状況な

のかということをちょっと教えていただきたい。 

〇委員長（吉田和子君） 辻財政課長。 

〇財政課長（辻 昌秀君） 16年度の普通交付税の当初予算額は31億9,000万円でございます。

ですから、ほぼ普通交付税の当初予算どおりというようなことで16年度はなっております。 

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。 

 区切り５、44ページから50ページまでの14款使用料及び手数料全般について質疑のございま

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６、52ページから68ページまでの15款国庫支出金及び16款道支出金全般について質疑

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。 

 区切り７、70ページから78ページまでの17款財産収入、18款寄付金、19款繰入金全般につい

て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。 

 区切り８、80ページから94ページまでの20款繰越金、21款諸収入、22款町債全般について質
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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） これで第２表、債務負担行為、第３表、地方債及び歳入が終わりま

したが、この中で特に質疑漏れの方がおりましたら、どうぞ。 

 前田税務課長から答弁漏れ。 

〇税務課長（前田博之君） 資料いただいたのですけれども、全体の施設……よろしいでしょ

うか、斎藤委員。 

〇委員長（吉田和子君） 入湯税の関係です。 

〇税務課長（前田博之君） 先ほど後でと言ったのですけれども、全体の入湯税に対象する施

設ということは、ちょっとまだ拾い切れないのですけれども、該当する施設が宿泊で23、日帰

りで３ということで、26の施設ということで押さえています。 

〇委員長（吉田和子君） ほかに質疑漏れの方、いらっしゃいますでしょうか。よろしいです

か。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（吉田和子君） 質疑なしと認めます。 

 これをもちまして議案第11号の質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

 土屋委員、どうぞ。 

          〔６番 土屋かづよ君登壇〕 

〇６番（土屋かづよ君） 一般会計予算案に対する反対討論を行います。６番、日本共産党、

土屋でございます。私は、平成17年度一般会計に反対の立場から討論いたします。 

 今日までの討論でも明らかになったように、地方自治の尊厳を破壊し、その存立さえ脅かし

ているのは、挙げて国の政治責任であり、三位一体改革の名による地方自治体への財政的しわ

寄せは地域住民の生活権まで奪うものであります。過酷なリストラ、不安定労働者の拡大がさ

らに進んでいるばかりでなく、国の17年度予算で大増税路線を打ち出してきました。定率減税

の廃止を初め、各種公共料金などの引き上げは年金給付の引き下げと相まって、国民の安全で、

しかも最低限の文化的生活を営む権利をも根底から揺るがすものです。これらの状況は、今後

さらに市町村合併や消費税増税に道を開いていくものとして極めて深刻なものがあります。そ

の状況のもとでの新年度の予算編成に当たり、次の観点から一般会計予算案を受け入れるわけ

にはいかないものと考えます。 

 一つに、さきに述べた国の影響により、町職員の給与削減や受益者負担などによる町民サー

ビスの低下など、町民犠牲の上に成り立つ予算編成の異常さ、これは町民の願いとは逆行する

ものであること。 

 二つ目、我が町のように基地を抱えるまちとして対テロ防止支援と称して、憲法違反の海外

派兵に道を開こうとしている軍事費からの配分、加えて社会的弱者には逆進性を持っている消
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費税からの配分で成り立つ予算は、長い目で見たとき町民の幸せに害するものであること。 

 三つ目に、町政の健全な発展のためには、当面して町民に負荷をかけることになると予想さ

れる大型開発事業は凍結するか、自粛の方向を明確にして住民生活を最優先にした思い切った

政策転換を図るべきこと。 

 以上の点から、平成17年度一般会計予算案には反対することを表明いたします。 

〇委員長（吉田和子君） ほかに討論はありませんか。 

 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

 18番、加藤委員。 

          〔18番 加藤正恭君登壇〕 

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤正恭でございます。平成17年度の一般会計に対して、賛成

の立場から討論をいたしたいと思います。 

 地方自治体、これは国の政策によって大きく影響を受けるわけでございますが、今回三位一

体改革と言われて、地方分権の時代だと言われながらも、いまだ税源移譲が実施されない中で、

補助金、地方交付税が減額されつつあります。白老町の17年度の予算96億1,200万円、非常に昨

年よりも減額にはなっておりますけれども、この予算編成に当たって、このような国の財政の

厳しい中で町の理事者はもちろんのこと、担当課のご苦労に対して心から敬意を表するもので

あります。 

 ただ、編成の中で４億6,300万円の基金を取り崩してバランスを図っているということは、あ

る程度やむを得ないことではありますけれども、これら基金の取り崩しというのを続けていく

ならば、来年、再来年にはどのようになるか、ちょっと心配を持っておりますが、ことしの予

算を実施する中で諸経費の節減はもちろんでございますけれども、事業費の支出等について、

先ほど来質問がありましたが、入札等の工夫をしながら、最少の経費で最大の効果を上げると

いうことで、できるだけ予算を余すような方策を講じて、再度基金に積み戻していくというよ

うに努めていただきたいと思います。 

 予算の内容については、町長のマニフェストが相当予算化しておりました。今後は、それを

忠実に実行するように心から期待をいたしておるわけでございます。このような面において、

私は17年度の予算は認めるべきであるという立場でございます。 

 先ほど反対者の討論を聞いておりました。毎年同じことばかりを言っておられると。反対者

もそろそろ大人になっていただかなければならないのではないのかなという気がしてなりませ

ん。受益者サービスの値上げということも挙げておられますが、やむを得ない値上げである。

不満なところもありましょうが、ある程度受益者の負担をしてもらわなければならないという

ことは、我々としても上げることには反対でございますが、やむを得ない事情であるというふ

うに思います。 

 また、基地があるから、それに対する関連する支出は認められないというような考え方、基

地があるがゆえにいろんな面での予算がついている。例えば先ほど議論されました国有提供施

設交付金、また特定防衛施設交付金、それから先ほども出ていましたが、白老駅北開発も１億
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2,000万円という防衛予算がついているということで、非常に白老町のために貢献しているわけ

でございます。 

 また、先ほど反対者は消費税云々の話がございました。これも国で決められていることでご

ざいまして、私ども地方自治体で消費税を取らなければどうなるかということをご存じでなけ

れば、そういう理論は成り立つと思いますが、消費税を取らなければ仕事が進みません。私ど

もが例えば3,150円の買い物をしました。150円の消費税を私は払いませんと言った場合に、そ

の物品は私どもの手元に入りません。3,000円しかありませんと言っても、3,150円ですと。日

本においては、生活できない状態になります。したがいまして、自治体も我々個人と変わりま

せん。消費税がかかって仕入れをしています。相手からまた消費税を取らなければ、自治体の

経営は成り立たないということはご存じでそういうことをおっしゃっると思うのですが、消費

税の値上げ云々は、これは地方自治体で議論する性質のものではございませんので、現在の消

費税は当然我々の生活上必要であるという認識を持っております。 

 もう一つ、大型開発計画については反対だと。恐らく港湾の建設であろうと思いますが、白

老町の今後の発展は、私どもは港湾の発展が、建設が大きな基本になっているというふうに考

えて進めておるわけでございまして、見解の相違と言えばそれっきりでございますが、ぜひ白

老町発展のためにも、この港湾の開発はできるだけ地元負担を少なくするような方法を考察し

ながら進めていくべきであるというふうな考え方でございまして、何か反対者の方でこれに対

してご意見があれば承りたいと思います。 

 以上の観点で賛成討論を終わらせていただきます。 

〇委員長（吉田和子君） ほかに討論はありませんか。 

 次に、反対討論の発言を許します。 

 13番、斎藤委員。 

          〔13番 斎藤征信君登壇〕 

〇13番（斎藤征信君） 13番、斎藤でございますが、ただいま賛成討論を聞きまして、それに

対して一応私の立場からお話を若干させていただければというふうに思います。 

 今の賛成者の意見にもございましたように、国の影響からさまざまなものが減額になってい

く、そして税源移譲がされていない、そういう中途半端な中で本当にまちの生き残りをかけて

町を挙げて努力をしている、そのものを否定するものではございません。私たちは、ますます

この先我がまちがどういうふうになっていくのか、その先行きが見えない。町民も相当の不安

を抱えて今一生懸命生きていこう、こういうことを全部すべて認めた上で、では現実こうだか

らやむを得ないという立場には私たち立ちたくないわけです。国の方針がもろに町に影響する。

では、その大もとの部分を正さなければ、町は絶対によくなっていかない。そういう大きな目

で私たちはこの予算というものを見ていきたいということは、これは長年ずっと続けてきたこ

とです。長年同じ理由だと言うけれども、国の政策が長年何も変わっていない。どんどん、ど

んどん悪くなっていく。それに対して私たちがどういう姿勢で立ち向かわなければならないか

ということは、これはわかっていただけると思います。大人になれという言葉がございました。
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私は、大人だから言わなければならないことだというふうに思って、大人の主張というふうに

私たちは考えております。基地があるから、あるいは消費税があるから、これで今私たちのま

ちがやっていけるのだ。現実的には、その恩恵を受けていると。恩恵という言葉を使っていい

かどうかわからないけれども、恩恵を受けているということは私たちもわかります。しかし、

もっと長い目で見た場合、それらのお金が町民の幸せにつながっているのかどうなのか、また

はそれに対して私たち将来責任を持っていられるかどうか、そういうことをきちっと見定める

必要があるのではないかと思います。もう一度言います。現実だけを見てやむを得ないと考え

るのではなくて、将来長い目で見ていったときに、私たちは町民への責任として予算案に反対

するということを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） ほかに討論はありませんか。 

 本案に対する賛成討論を許します。 

 ２番、熊谷委員。 

          〔２番 熊谷雅史君登壇〕 

〇２番（熊谷雅史君） ２番、熊谷雅史であります。賛成の立場で討論をさせていただきます。 

 討論者が反対、賛成、反対と３名の同僚委員が討論をなさいました。るるご主張の件につい

ては、私も十二分に理解はできます。しかしながら、この賛成討論の意味は本事案である平成

17年度白老町一般会計予算であります。その立場で討論をさせていただきます。 

 平成17年度白老町一般会計予算、お示しをいただきました96億1,200万円は、飴谷町長のお示

しをいただいた町政執行方針、牧野教育長が示されました教育行政執行方針、これに基づいて、

地方公共団体が住民に対する自治運営をどのように進めていくかという、まさに契約書の一部

だというふうに私は考えております。これを２日にかけて審議をしてまいったわけであります。

私は、住民福祉に十分に配慮され、また活力ある白老町にすべく、各施策に予算配分がされて

いると評価をして、今回上程された予算案は採択をされるべきだと考える次第であります。 

 よって、私は本事案に対し賛成の意を表し、賛成討論といたします。 

 以上であります。 

〇委員長（吉田和子君） ほかに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） これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第11号 平成17年度白老町一般会計予算、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手

を願います。 

          〔挙手多数〕 

〇委員長（吉田和子君） 賛成多数。 

 よって、議案第11号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 ６番、土屋委員。 
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〇６番（土屋かづよ君） ６番、土屋でございます。ただいまの意見を少数意見として留保し

たいと思いますので、お取り計らいをお願いいたします。 

〇委員長（吉田和子君） 意見の内容を簡単に述べてください。 

〇６番（土屋かづよ君） ６番、土屋でございます。ただいま反対討論で述べた趣旨でござい

ますので、よろしくお願いいたします。 

〇委員長（吉田和子君） ただいま６番、土屋かづよ委員から少数意見留保の発言がありまし

た。この発言に対し、ほかに賛成の方ございますか。賛成者は挙手を願います。 

          〔挙手２名〕 

〇委員長（吉田和子君） 賛成あり。 

 ほかに賛成の委員がございますので、ただいまの少数意見の留保は成立いたしました。した

がいまして、本委員会終了後、直ちに所定の少数意見報告書を委員長を経由して議長に提出さ

れるよう手続を願います。 

                                           

    ◎議案第１２号 平成１７年度白老町国民健康保険事業特別会 

            計予算 

〇委員長（吉田和子君） 議案第12号 平成17年度白老町国民健康保険事業特別会計予算を議

題に供します。 

 恒例によりまして、歳出から質疑に入りたいと思います。別冊の特別会計予算書72ページを

お開きください。 

 歳出、72ページから76ページまでの１款総務費全般について質疑のございます方、どうぞ。 

          〔「済みません、77ページは今ですか」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（吉田和子君） 72ページから76ページまでの１款総務費全般についてです。78ペー

ジは入っていません。 

          〔「77」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（吉田和子君） 77は次です。76で78、飛んでいる。 

          〔「横に流れているから」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（吉田和子君） わかりました。どうぞ。 

          〔「今ですね」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（吉田和子君） はい。14番、大渕委員。失礼しました。 

〇14番（大渕紀夫君） 77ページの安定化計画の作成、推進経費についてお尋ねしたいと思い

ます。 

          〔「３項まで」と呼ぶ者あり〕 

〇14番（大渕紀夫君） わかりました。済みません、間違えました。 

〇委員長（吉田和子君） 今１款ですから、違います。 

          〔「３項まで」と呼ぶ者あり〕 

〇14番（大渕紀夫君） ３項まで。次78からと書いているから、77だからいいのかなと思った
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のだ。 

〇委員長（吉田和子君） ４項も入るのですね。 

〇14番（大渕紀夫君） いいのでしょう。 

〇委員長（吉田和子君） いいです。 

          〔「いいんだ、いいんだ」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（吉田和子君） 失礼いたしました。どうぞ続けてください。 

〇14番（大渕紀夫君） 安定化計画についてお尋ねをしたいのですけれども、16年度の安定化

計画はどのような形でつくられたかということが一つ。どのような形と言ったらおかしいです

けれども、どういうプロセスを踏んでつくられたか。 

 それから、17年度の安定化計画については、一般質問でもちょっとしたのですけれども、３

連携の中で非常に重要だと思うのですけれども、実際には17年度の安定化計画というのはもう

できているのでしょうか。できているとしたならば、３連携のことを意識してつくられたかど

うか、この点２点お尋ねをしたいと思います。 

〇委員長（吉田和子君） 長野町民サービス課長。 

〇町民サービス課長（長野征幸君）  16年度の安定化計画でございますが、基本的には原案を

事務局の方で作成いたしまして、その作成したものを国保運営協議会の委員さんに意見を聴取

するという形の中で提出するわけでございますが、そういうプロセスを踏んで基本的には計画

書をつくったということでございます。また、17年度につきましては、来月の中旬には支庁の

方に持参しなければならないということでございますので、現在作成中ということでございま

す。したがいまして、それについても早々に国保運営協議会の意見を聴取しなければならない

だろうという考え方をいたしてございますし、当然のことながら３連携のことも意識しながら

進めていくという考え方をいたしてございます。 

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。16年度の安定化計画がつくられたときに、国保運営

協議会の中でご意見がございましたら、その内容について、かいつまんでお尋ねをしたいと思

います。 

 もう一つ、17年度については、３連携の中でつくられたということなのだけれども、関係各

課集まって意見をきちっと聴取してつくられたのか。どういう形で安定化計画がつくられたの

か、その点もう少し詳しくお願いいたします。 

〇委員長（吉田和子君） 長野町民サービス課長。 

〇町民サービス課長（長野征幸君）  16年度の安定化計画をつくったときに協議会の方から意

見があったかというお話でございますが、基本的には内容がちょっと難しいのでしょうか、具

体的なお話はございませんでした。また、17年度の計画の中で各関係課が集まったのかという

お話でございますが、基本的には原案を作成し、それを各関係課あるいは関係参事等々の協議

といいましょうか、合議でもって進めているという考え方でございます。 

〇委員長（吉田和子君） ６番、土屋委員。 
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〇６番（土屋かづよ君） 単純なことをお聞きします。 

 75ページの各徴収事務経費の中に賃金の部分がありますね。16年度の予算案見ながら一緒に

作業を進めていたのですけれども、16年度はこの賃金に対して共済費が15万3,000円組み込まれ

ていたのですけれども、ことしはここに記載されていないのですけれども、どういうことなの

でしょうか。本当に単純な質問ですけれども。 

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）  共済費が入っていないというお話でございますね。去年

入っていましたということですか。 

          〔「去年入っていました」と呼ぶ者あり〕 

〇町民サービス課長（長野征幸君）  基本的にいきますと、２項の１目賦課徴収費の中に、分

類の中ではこの中には入ってございませんけれども、総括の中には入れてございますので、基

本的には共済に加入して社会保険等には入るという考え方でございます。 

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。74ページになるのでしょうか、国保税の徴収に絡んで、い

つも聞くことなのですけれども、短期保険証の発行数と、それから資格証明書の発行数、短期

保険証の発行は３カ月短期、６カ月短期とあるわけですけれども、それぞれ発行数、それから

資格証明書の発行数を教えていただければと思うのですが、実は短期保険証は払い切れない人

ということで、３カ月、６カ月ごとに面談をしながら状況に応じて発行していくと。その後の

計画をはっきりさせながらいくという目的を持っているのだそうでありますけれども、そうい

う人たちを取り巻く状況というのは、さらによくなくなっているというふうに感じるものです

から、その面談をしている傾向が以前と変わってきていないかどうなのか、そのあたりも含め

て教えていただければなというふうに思います。 

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）  まず最初に、資格証明、それから短期給付の交付状況で

ございますが、資格証明書については現在実質交付が３名でございます。未交付といいましょ

うか、保険証をとりに当然来ないわけですけれども、その未交付の人が今51名いらっしゃいま

す。それから、短期の該当者としては、交付が145名、未交付の状況が39名でございます。 

 なお、短期該当者についての面談状況につきましては、税務課の方が担当してございますの

で、税務課の方からお答え申し上げたいというふうに思います。 

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）  私直接は面談していませんけれども、担当者がその都度面談して

おりまして、その話を総合的に報告受けている部分でいくと、やっぱりリストラとか賃金が下

がって生活が苦しいとか、あるいは就職を探しているのだとか、そういう部分が非常に多いで

す。ただ、中にはやはり私たちから見れば、努力するとちゃんと保険税も払えるのでないかな

という方もおりますけれども、多くは今の時代背景にのみ込まれているような部分が多いのか

な、こう思っています。 
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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） ただいまの数字を聞きまして、ここ二、三年のうちに相当に広がった

のだなという感じを受けるのですが、私の記憶では資格証明書は１名が出たときに、かなり影

響のないようにという配慮の中でやっていったという記憶があるわけですけれども、未交付の

51名含めると相当な数にふえたのだな。短期発行者も未交付を含めるとかなりの数になると、

何倍というのか、何十倍というのかわかりませんけれども、かなりの数でふえている。それで、

ちょっと驚くわけですけれども、面談というのもどんなふうな中身になっているのか。これは、

担当者の方で厳しくチェックしながら慎重に進めているのだろうと思いますけれども、もっと

もっと苦しくなるのでないかという見通しの中では、これから先、公的に言えばどんどん発行

していって構わないということで進めてしまうのか。どこかその辺に何かの工夫があるのか、

その辺の見通しといいますか、どういうふうにこれをとらえているのか、そのあたりを教えて

いただければと思うのです。 

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）  まず、短期給付あるいは資格証明の発行数が急激にふえ

ているのでないかというお話でございますが、基本的には例年このぐらいの数でございます。

例えば昨年の場合でしたら資格証は２人という形になってございますので、実質交付したのは。

ですから、その中でも特に例えば資格証の用意はしているけれども、本人の面談によって短期

給付に切りかわるというようなケースもございますし、中には短期給付の該当者なのだけれど

も、お話の中でそれを取りやめるというケースもございますから、ケース・バイ・ケースに応

じて臨機応変に対応はしているということがまず一つございます。 

 それと、これが今後どんどんふえていく可能性があるのではないかというお話でございます

が、国の方ではこれは義務化してございますから、基本的にやらなければならないということ

になるわけですけれども、極端な言い方して、この言葉は悪いかもしれませんけれども、人の

懐にまで手を突っ込んでお金を取ってくるというわけにはまいりません。ただし、やはり誠意

のあるといいましょうか、何としてでも支払いたいと。ただ、支払うお金が今はないという場

合について、やはりそれなりの対応の仕方があるだろうと。資格証の場合もそうですが、基本

的には本人納得してもらった上で資格証を発行するわけですから、本人も当然何年間も支払わ

ない。したがって、資格証の発行はいたし方ないという形になるというお互いの理解のもとに

そういう形にしているわけですので、我々の方で強制的に、単にその方が未納期間が長いから

といって資格証を発行するとか、あるいは短期給付を出すとかという形にはしていないという

ことでご理解いただければなというふうに思います。 

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） なければ、次へ進みます。 

 78ページから86ページまでの２款保険給付費、３款老人保健拠出金、４款介護納付金、５款

共同事業拠出金全般について質疑のございます方、どうぞ。 
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          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（吉田和子君） 次へ進みます。 

 88ページから96ページまでの６款保健施設費、７款基金積立金、８款公債費、９款諸支出金、

10款予備費全般について質疑のございます方、どうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（吉田和子君） これで歳出が終わりました。 

 次に、歳入に入ります。48ページをお開きください。48ページから68ページまでの歳入全般

について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） これで歳入が終わりました。 

 ここで歳入歳出全般について、特に質疑漏れの方がおりましたら、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12号の質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（吉田和子君） 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議案第12号 平成17年度白老町国民健康保険事業特別会計予算、原案のとおり決定すること

に賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇委員長（吉田和子君） 全員賛成。 

 よって、議案第12号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

    ◎議案第１３号 平成１７年度白老町老人保健特別会計予算 

〇委員長（吉田和子君） 議案第13号 平成17年度白老町老人保健特別会計予算を議題に供し

ます。 

 恒例によりまして、歳出から質疑に入りたいと思います。予算書118ページをお開きください。

歳出、118ページから126ページまでの歳出全般について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） 歳出が終わりました。 

 次に、歳入に入ります。104ページから114ページまでの歳入全般について質疑ございますで

しょうか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（吉田和子君） 歳入が終わりました。 

 ここで歳入歳出全般について、特に質疑漏れの方がおりましたら、どうぞ。 
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          〔「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13号の質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（吉田和子君） 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議案第13号 平成17年度白老町老人保健特別会計予算、原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇委員長（吉田和子君） 全員賛成。 

 よって、議案第13号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

    ◎議案第１４号 平成１７年度白老町公共下水道事業特別会計 

            予算 

〇委員長（吉田和子君） 議案第14号 平成17年度白老町公共下水道事業特別会計予算を議題

に供します。 

 恒例によりまして、歳出から質疑に入りたいと思います。予算書150ページをお開きください。

歳出、150ページから160ページまでの１款公共下水道事業費全般について質疑のございます方、

どうぞ。 

 13番、斎藤委員。 

〇13番（斎藤征信君） 下水道事業について一つだけ伺います。 

 今までの公共下水道から合併浄化槽方式に切りかえなければならないということでございま

す。ただいま審議中ですので、それはそれでいいわけですけれども、私新聞でしか内容はわか

りませんので、もう少し確認したいなというふうに思います。 

 現行で公共下水道を計画していた地域を変更して、これから合併浄化槽にしていくというこ

となのですけれども、経費というのはどんなふうに違うのかということが一つ。 

 それを合併浄化槽をつける個人の立場から見たときに、公共下水道をつけた場合と合併浄化

槽になった場合、負担額というのは個人的にどんなふうに違ってくるのか、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） 佐久間下水道課長。 

〇下水道課長（佐久間輝男君） 合併浄化槽につきましては、長年の懸案でございまして、行

政改革あるいは議会の方の産建の常任委員会ですか、そういったところから意見がありまして、

公共下水道で整備するには余りにも経費がかかり過ぎるだろうと。合併浄化槽に切りかえた家

庭の汚水を処理してはどうだと、こういうことでありましたけれども、やはり経費的にも合併

浄化槽でやった方が安いということでございます。それにつきましては、若干新聞報道もなさ
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れておりますし、また先般の産建の常任委員会の中にも資料をお出しいたしまして、若干説明

させていただきましたけれども、これについてはまた後で説明をいたしたいと思います。 

 合併浄化槽にするに当たりましては、基本的に下水道で整備できない区域、こういうふうに

考えてございます。社台から虎杖浜までということでございますが、既に公共下水道で整備す

るようにして、長年時間がかかっている地区がございます。まだ手はかけられない地区がござ

います。それは、萩野12間のバーデン地区、それから太平洋団地、それから旭化成、岩倉の造

成地、この辺が全く手がついておりません。したがいまして、この地区を合併浄化槽で…… 

〇委員長（吉田和子君） 地域の変更した部分の経費の違いの予想と、個人の合併浄化槽と公

共の使ったものの違いを言ってくださいということですので、それでいいと思うのですが。 

〇下水道課長（佐久間輝男君） 経費につきましては、下水道で今の３地区をやるとすれば、

約40億円ちょっとです。それから、浄化槽でやるとすれば４億5,000万円程度ということになり

ます。 

 それから、個人の立場で負担はどうなのかということになりますけれども、これについては

これから議会の方とも、あるいは地域の方とも相談をいたしませんと、はっきりしたことは申

し上げられませんけれども、私どもの気持ちといたしましては、公共下水道と同じくらいの、

公共下水道の場合ですと水洗化するのに費用がかかりますけれども、その程度で終わらせたい

ものというふうには考えてございます。不公平感のないように考えていきたいなと、こんなふ

うに考えてございます。 

 以上です。 

〇委員長（吉田和子君） 13番、斎藤委員。 

〇13番（斎藤征信君） 私常任委員会に出ていないものですから、常任委員会の方は皆説明を

受けているのかもしれませんので、私新聞の方でしかわからないものですから、ちょっと確認

したかったのです。 

 今不公平感のない程度の経費で頑張っていきたいというお話があって、それで結構だと思う

のですが、実は次に聞きたかったのは、これから公共下水道でやろうとしていたところが切り

かわった、今決めた三つの団地ですか、そこの人たちに不満というのが残らないのかどうなの

か、切りかえていくことによって、ちゃんと計画していたのに、何でそれでしてくれないのだ

という、そういう不満というのは残らない、形的にも経費的にも残らないものなのかどうなの

か、それをちょっと伺っておきたかったのです。 

 それで、もう一つは、そういう工事がこれからどんな日程で進められるのか、おおよそわか

れば教えていただければなというふうに思うのです。 

〇委員長（吉田和子君） 佐久間下水道課長。 

〇下水道課長（佐久間輝男君） 地区の方の不満ということですが、やはりバーデン、太平洋

というのは、ゆうかりまで下水道をやって、その下水道の工事を見ているわけですから、この

辺の不満といいますか、特に不満だという表現はしていませんでしたけれども、やはり現実に

見ているということでの複雑な心境というのは、町内会の役員会でお話をさせていただきまし
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たけれども、若干見えたかなと、こんなふうに思っています。それから、旭化成、岩倉という

のは、やはり公共下水道でやれば相当時間がかかるということで、理解度は今のバーデンとか

太平洋に比較すると少し理解度は高いだろうなと、こんなふうには感じてきました。 

 それから、工事ということなのですが、これも相談しながら進めていかなければなりません

けれども、私どもとしてはできるだけ早くスタートしたいということで、18年度からできれば

したいものというふうに考えてございます。 

〇委員長（吉田和子君） 11番、氏家委員。 

〇11番（氏家裕治君） 今の斎藤委員の部分と同じ関連になるのかもしれませんけれども、僕

の考え方違いだったら後で言ってもらえればいいのですけれども、通常一般下水道の、一般家

庭が工事する場合はトイレだとか、それに付随する工事が大体30万円程度と私認識しているの

です。できませんか。ちょっとその辺、金額的な問題で今できないという話もありましたけれ

ども、ただ合併浄化槽に関しては、浄化槽が今合併槽になってから大体80万円から100万円、間

違いないですか。そのぐらいの工事費がかかるような形態ですよね。その辺の各家庭というか、

個人の負担率というのが高くなってくるのではないかなと思うのですけれども、その辺につい

ての考え方というのはどう考えますか。 

〇委員長（吉田和子君） 佐久間下水道課長。 

〇下水道課長（佐久間輝男君） 工事費の方からお話をさせていただきますけれども、工事費

につきましては今氏家委員がおっしゃったような単位でもって工事費はかかるだろうなという

ふうには思っております。それで、国の補助と、それから道の補助と町の補助ですね、町の補

助を上積みしなければならないと思いますけれども、３分の１ずつ補助がありますので、この

補助制度にのりたいなというふうに考えております。できればこの補助制度にのって、できる

だけ負担はないようにと。公共下水道の場合は、土地所有者に対して負担していただく受益者

負担金というのがございます。ですから、その程度というふうに考えたいなと。 

 それから、家庭の中の水洗化につきましては、これは公共下水道であろうが合併浄化槽であ

ろうが、この費用についてはかかるわけですから、これは同じということになろうかと思いま

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） 次へ進みます。 

 162ページから178ページまでの２款公債費、３款予備費及び給与費明細書、地方債現在高見

込額調書、債務負担行為に関する調書について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） これで歳出が終わりました。 

 次に、債務負担行為、地方債及び歳入に入ります。初めに、12ページ、13ページの第２表、

債務負担行為及び第３表、地方債について質疑のございます方、どうぞ。 
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          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（吉田和子君） 次へいきます。 

 134ページから146ページまでの歳入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、下水道のことに関しては産建でいろいろ議論しま

した。しかし、そこでしなかった問題が一つある、一つではないのですが、それをちょっとお

聞きしたいのですが、137ページ、２目生し尿処理施設使用料と、これに関連して、実はくみ取

り料の件なのですが、くみ取り料というのは私の記憶では最近、我々も水洗化していますから、

全然わからなくなってしまったのだけれども、くみ取り料金は料金を改正してから、もう10年

も15年もさきの話ではないかな、前にしたと思うのです。そのとき私も議員の一人として、業

者が非常に経営的に大変なのでということで値上げした記憶があるのですが、それ以来全然さ

わっていない部分だと思うのですが、今回いろいろ手数料の値上げ云々が、下水道もそうなの

ですが、そういう中でくみ取り料の話は全然出ていないのですが、水洗化している人は別です

けれども、そういうことをお願いしている町民にとっては、なるべく上げてもらわない方がい

いのですが、この見直しについては十何年もしないとすれば、やはり４年か５年サイクルで見

直す、見直すというのは値上げをするための見直しでなくて、経営的に見直しを、十分やって

いけるのかどうかという見直しですね、そういうものをしてやるべきではないかと思うのです

が、例えば十何年もしないで、ある日突然ぽんと上げるということになりますと、非常に上げ

幅も大きくなるような気がしてならないのですが、そのあたりどのように考えていますか。 

〇委員長（吉田和子君） 二瓶生活環境課長。 

〇生活環境課長（二瓶 充君） し尿処理の手数料関係、私の担当の方ですので、私の方から

答弁いたします。 

 この使用料関係については、平成６年から変えておりません。それで、その後に消費税の関

係で１度変更しておりますが、それで実は今回下水道使用料の値上げの答申等のときに下水道

課の方と私どもの方でちょっと協議いたしました。それで、この料金関係の手数料関係につい

ても見直す必要があるということで、私どもの担当の方で検討したのですが、課題が二つほど

出てまいりました。それで、いろいろその課題について検討している段階で、下水道課さんの

方の使用料には合わせることできないということの中で、今後の中で見直しは進めたいと思っ

ております。 

 それで、見直しの課題なのですが、現在し尿処理については許可制という形で業者にくみ取

りさせておりますが、北海道全域見ても、この許可制と委託制が半分半分ぐらいなのです。時

代に合った様式、システムがどちらなのかというのを少し検証したいなという部分があって、

今作業を進めているところです。 

 それと、もう一点が下水道非常に普及してきているのですが、この処理区域の内と外、この

内外に差がなく今手数料をいただいているということで、本来差があっていいのでないだろう

かと。下水道は通っていますよ、うちはちょっと都合あってつけません、布設しませんという
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ことでは、何ぼ管を布設しても、きちっと普及率が上がらないだろうということで、一つのペ

ナルティー的な部分も含めて今検討を始めているところです。実は、調べてみましたら、苫小

牧、室蘭市は既に十数年前から通常のくみ取り料の倍を区域内では取っているという事例もあ

りますので、うちがすぐそのままそれを取り入れるということでなくて、その辺を含めて対応

を検討したいと思っております。 

          〔「見直しのサイクルは」と呼ぶ者あり〕 

〇生活環境課長（二瓶 充君） サイクルという部分、今の部分ではどのぐらい上げたらいい

のかというのも含めて、自動的に４年、５年になったらそこのところで見直して、果たしてそ

れが推移として下げるか上げるか別にして、そういうサイクルで対応していきたいというふう

に考えています。 

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。142ページ、一般会計繰入金５億431万5,000円という

ふうになっております。これは、下水道の工事だけではないですけれども、143ページに書いて

ある中身のとおりですが、要するに私が言いたいのは、合併処理浄化槽をやれば40分の１でで

きるのだと…… 

〇委員長（吉田和子君） 10分の１ですね。 

〇５番（玉井昭一君） ごめんなさい、10分の１だ。40億円と４億円だから10分の１ですね。

10分の１でできるのだということから、18年からかかるのだというふうな課長の話ですが、細

心の注意を払いながらやらないと、住民の混乱が起きるかもしれませんが、でき得る限り早い

うちにこの辺の話をけりつけて、納得していただいて、そして工事もこれに着手できるような

方法のシステムにしていくというふうにしないと、今までの一般繰入金もどんどんずっと毎年

多くなっていくと。18年というから１年間しかないかもしれませんけれども、でき得るなら半

年ぐらいで詰めて進めていけばなと私は思うのですが、この辺についてどうでしょうか。 

〇委員長（吉田和子君） 佐久間下水道課長。 

〇下水道課長（佐久間輝男君） 先般も産建の常任委員会に相談させていただきましたけれど

も、相当慎重にやらなければならない事項だなというふうに認識しております。そういう中で、

早くやらなければならないのですが、一部そんなに早くできるのかという声もあったように記

憶しております。ですが、町長の公約でもございますので、18年度実施に向けて最善の努力を

したいと思っております。 

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） 歳入が終わりました。 

 ここで歳入歳出全般について、特に質疑漏れの方がおりましたら、どうぞ。 

 18番、加藤委員。 

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤ですが、これは担当助役と財政課長にお聞きした方がいい

と思うのですが、この下水道事業会計というのは何かの機会に言ったことあるのですが、特別
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会計であると。それから、上水道会計は企業会計であると、こういうことでやっているわけな

のですが、今回の下水道処理の値上げの問題でいろいろ資料等を出していただいたのですが、

実は特別会計であるがために、企業会計であれば３条予算と４条予算と、こういうふうに分か

れていて、ある程度わかるのですが、特別会計になりますと３条予算と４条予算がごっちゃ、

ごっちゃという言葉は変ですが、まじり合ってしまって、非常に明確な説明ということでは、

町民に理解をしてもらうというような、数値の面で非常にわかりづらいのです。それで、この

際上下水道と下水道課が何か機構改革で合併するとなれば、ひとつ企業会計でやっていただけ

ないものかどうか。前にも質問したら、何％しか地方の自治体ではやっていないで、ほとんど

は特別会計なのだというふうな説明を受けたのですが、これだけ大きく繰り出しもしたり、大

きな赤字も抱えているような状態になりますと、企業会計でなければなかなか説明がしづらい

のではないのかなと思うものですから、この際提案をしているのですが、担当助役さん、また

課長さん、どのようにお考えになっておられるか伺いたいと思います。 

〇委員長（吉田和子君） 煤孫助役。 

〇助役（煤孫正美君） ご質問の水道事業と下水道事業のかかわりもありますけれども、やは

り下水道事業というのは今の近代的な社会をつくる上での一種の社会資本整備という大きい役

割を果たしているというふうに思います。そういう面では、例えばまちづくりだとか、いろん

な面のまちづくりの中で下水道の整備することによっての役割というのは相当大きいものがあ

りまして、それによって今まちづくりがなされているということになりますので、それを歳入

歳出の中で、やはりそういう面の中で企業会計で組み入れてやるというのも若干無理があるの

でないかなというふうに今とらえております。 

 ただ、ほかのところにも実際企業会計でやっているというのは、実際の実態はわかりません

けれども、やはりそういうところもやっているということであれば一つの検討材料になります

けれども、ただ私思っているのは、今言ったように大きい意味の社会資本整備だということに

なりますから、下水道事業というのはやはり特別会計でやるべきでないかと。それに伴って一

般会計からの支援も当然出てくるものだというふうにとらえております。それは、現業部門の

方からの考え方でご説明させていただきます。 

 以上です。 

〇委員長（吉田和子君） 辻財政課長。 

〇財政課長（辻 昌秀君） 下水道事業を特別会計で行うか企業会計で行うかと、そういう部

分について、ちょっと知り得ている範囲でお答えしますけれども、地方公営企業法においては

水道事業については企業会計という位置づけなのですけれども、下水道事業については企業会

計、公営企業法を適用するものとはされず、条例によって全部または一部に適用することがで

きると、そういうふうに規定されているということで、現実にさまざまな自治体で特別会計で

行っているところ、企業会計で行っているところというのがあると思います。私も十分詳しく

承知しておりませんけれども、一般的にはかなり早く下水道事業を行って普及率が相当進んで

基盤整備がなされていると、そういう条件のもとに企業会計に切りかえしていっているのでは
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ないかなと思いますけれども、その辺の判断の基準、どこに置くかという部分があろうかと思

います。企業会計に変えた場合の繰り出しのあり方等あろうかと思いまして、まだそこまで踏

み込んだ検討をしておりませんので、一般的にどういう条件が整ったら企業会計に持っていけ

るものか、その辺からの一応調査をしなければ、なかなかこの部分については判断ができない

のかなと思っております。 

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、難しいところがあることはわかるのですが、３条

予算の収益的収入支出、それから４条の資本的収入支出と、こういうふうに分けておいた方が

説明しやすいと思うのです。今回の場合の値上げの問題で10％、20％上げて黒字になるという

ことではないのだけれども、やはり我々に説明する、町民に説明するとわかりやすくなるとい

うことでの説明責任ということを考えた場合に、わかりやすい方法の会計をしてもらうと。そ

うしないと、資本的収入と収益的収入とがごっちゃになってしまって、果たしてどうなのかな

というような気がするものですから、今すぐここで結論というわけにはいかないにしても、今

後の検討課題として早急に今回の両課の合併と言ったらおかしいが、併合を機会に、片一方は

企業会計、片一方は特別会計という会計というのもちょっと変でないかなという気がするもの

ですから、そのあたりもう一度、他の自治体とのあれもあるでしょうけれども、調査して検討

していただきたいと思うのですけれども、課長、いかがでございますか、そのあたり、検討課

題として。 

〇委員長（吉田和子君） 佐久間下水道課長。 

〇下水道課長（佐久間輝男君） 機構改革で上と下と一緒になるという話ですけれども、これ

に関係は特にありません。ただ、水道会計というのは企業会計ですから、これのノウハウを持

っているよということでのやりやすさというのはあるだろうなと、こんなふうには思います。

ただ、今助役からも申し上げたように、下水道会計が企業会計にするのが本当にいいのだろう

かというところをもう少し詰めてみなければならないと。確かに委員おっしゃるように、経営

分析をする上でこういうふうに赤字をしょっているところがあれば、特に経営分析する上で今

不足している資料というのがたくさんあるわけです。ですから、そういうものをやはり補完す

る形の中で事務を考えていかなければ、なかなか経営改善につながっていかないということが

ございますので、その辺17年度ですか、検討させていただきながら、もう少し検討時間をいた

だきたいなというふうに思います。 

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14号の質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（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14号 平成17年度白老町公共下水道事業特別会計予算、原案のとおり決定することに

賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇委員長（吉田和子君） 全員賛成。 

 よって、議案第14号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

    ◎議案第１５号 平成１７年度白老町学校給食特別会計予算 

〇委員長（吉田和子君） 議案第15号 平成17年度白老町学校給食特別会計予算を議題に供し

ます。 

 予算書186ページをお開きください。186ページから194ページまでの歳入歳出全般について質

疑に入ります。質疑のございます方、どうぞ。 

 13番、斎藤委員。 

〇13番（斎藤征信君） 給食について一つだけ伺っておきたいのですが、私は白老の学校出て

からもう十四、五年なるものですから、最近給食はもう食べなくなってしまったのですけれど

も、その間に相当給食というのも方式や何かもさま変わりしたのではないかなというふうに思

うのです。一時は新しい学校なんかができたときにバイキング方式を取り入れるだとか、それ

から食べ方も食堂をつくって、そこへみんなで集まって食べるとか、広いところで食べさせた

いとか、そういう論議というのが随分あったわけです。あれから財政事情が悪くなりましたの

で、その話も余り聞こえなくなったのですけれども、でもやはり何年もたつと、昔ながらのや

り方ではなくて、何かかにか変わってきているのではないかというふうに思いますし、そうい

う中の一つとして以前白老でやっていた特産品による給食なんていうのも、そういうものの一

つ、変化を持たせながら子供たちにしてやろうということのあらわれだったのでないかと思う

のですが、最近の給食のあり方で以前と変わった姿、こんなふうに変えてきていますというよ

うなことがあったら教えていただければ。 

〇委員長（吉田和子君） 長内給食センター長。 

〇学校給食センター長（長内正男君） 今ご質問のありました給食の実態がどう変わってきて

いるかというお話でございます。これらの問題につきましては、今の生徒の要するに残食の問

題、そういうような問題も大きな問題となってございます。そういう中から、子供たちにいか

に食べてもらえる給食をつくるかということが一番問題になってこようかと思いますが、極端

なことを言わせていただきますと、今の白老町の施設の中でバイキング方式の給食をつくると

いうことは困難でございます。それで、先ほど斎藤委員言われましたように、いかに地場のも

のを使って子供たちにそういうものを食べさせていくかということが重点になろうかと思いま

す。そういうような中で、地場のものを極力使いたいということで、地場でできております卵、

シイタケ、また海でとれますサケ、そういうものを使いまして、子供たちに今のうちの施設の

中でいかに栄養のバランスのとれたものを食べさせていくかということが一番大きな課題にな
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ろうかと思います。今後の問題としては、先ほど出てきましたバイキング方式、そういうよう

なものも施設、あと学校での要するに集団給食、そういうようなこともこれからの中では当然

考えていかないとならない問題かなと、そういうふうには考えてございますが、現時点ではち

ょっと無理ということでございますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

〇委員長（吉田和子君） 13番、斎藤委員。 

〇13番（斎藤征信君） またいずれ特産品での給食、どんなふうになければならないかという

ことでは、いろいろと論議していきたいものだなというふうには思ってはいるのです。 

 あと一つだけ聞きたいのは、子供たちが大きくなればなるほど食べないで残してしまう。小

学校の高学年から中学生にかけて大量に残してしまうという傾向というのは、最近そんな状況

というのが起きていないのかどうなのかということと、それから朝食を抜いてきている子供た

ち、そういう子供たちがふえていないかどうか、そのあたりお知らせください。 

〇委員長（吉田和子君） 長内給食センター長。 

〇学校給食センター長（長内正男君） 残食量の問題であると思います。それで、先ほどちょ

っとお話ししましたけれども、残食としては給食センターでお出しをするものの中でセンター

として一番食べてほしいもの、そういうようなものが残るという傾向が非常に強いです。極端

な話、例えば野菜いためですとかすき焼き風煮、そういうようなものについては栄養のバラン

スをとる中で野菜、肉、そういうものをふんだんに入れてつくっているわけですが、そういう

ものについては非常に残食量が多いという結果が出ております。それで、それがどの学年かと

いいますと、これは学年によって相違がございます。ただ、中学生なんかについては、非常に

残食量が少ない状態なのですが、小学校の高学年のところで若干多いのかなという影響が出て

おります。 

 それから、朝食の欠食状況でございますが、うちの方で直接調査はしてございませんが、い

ろんな関係の調査結果を見ますと、大体５％前後の方々が朝食を食べてきていないというよう

な状況が出ておりますので、白老町でも大体そういうような状況なのかなと、そんなようなこ

とで考えてございます。 

〇委員長（吉田和子君） 13番、斎藤委員。 

〇13番（斎藤征信君） 今の朝食の欠食のことなのですが、確かに朝抜いてくるために昼まで

もたなくて、その間にぐあい悪くしてしまう子供たちというのが必ずいるのです。それに担任

の先生方は対応しているわけです。そうすると、その次の給食までの間をどうするかというよ

うなことでは、給食との関連が対策というものをとるためには出てくるのではないかと思いま

すので、そういうところもぜひ討議したり調査したりしてみてほしいなというふうに思います。

答えは要りません。 

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15号の質疑を終結いたします。 
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 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（吉田和子君） 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議案第15号 平成17年度白老町学校給食特別会計予算、原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇委員長（吉田和子君） 全員賛成。 

 よって、議案第15号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 暫時休憩をいたします。 

          休憩 午後 ３時５４分 

                                           

          再開 午後 ４時０５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。 

 最初に一言申し上げておきます。議員の方々は、要望事項はなるべくやめていただきたいと

いうふうに思います。それと、町側も聞いていることに対して簡潔に答弁をお願いしたいと思

います。あと幾つも残っておりませんので、スムーズに進めていきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

                                           

    ◎議案第１６号 平成１７年度白老町工業団地造成事業特別会 

            計予算 

〇委員長（吉田和子君） では、議案第16号 平成17年度白老町工業団地造成事業特別会計予

算を議題に供します。 

 予算書202ページをお開きください。202ページから218ページまでの歳入歳出全般及び地方債

現在高見込額調書について質疑に入ります。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） 工業団地造成の財政的な見通しについて一つだけ伺っておきます。こ

としの予算の中で1,600万円計上して、公債の元金を償還したと。それで、なくなったという話

を伺いました。しかし、全体的に工業団地を造成して、それを売却をしていっても、なお赤字

が残るという。今ある土地を売却して、そして将来まだつくっていない未造成の土地を売り払

っても、なお資料によれば３億1,500万円からの赤字が残ると、こういう結果が出ているわけで

すけれども、それらのこれからの見通し、かなり金額が大きいものですから、全部売り払って

も、なおかつこれだけ残るという、そういう状況について、どのような見通しを立てておられ

るのか、そのことだけ伺いたいと思います。 

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） 工業団地会計の全般の見通しでございますが、一応まだ工
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業団地造成している部分で35％ぐらい売れ残っているところでございます。それと、未造成地

の部分がございます。今回優遇策につきまして、条例提案させてもらって委員会の方に付託さ

せていただいて、その中でもご説明申し上げていますが、今回地価が相当落ちていまして、そ

の路線価に合わせまして売り払い価格も若干下げたような状況です。その単価を当てはめてい

きまして、なおかつ未造成地も全部売り払いしたという仮定で想定しますと、今担当の方で見

込んでいますのは約６億円ぐらいは赤字、最終的には出るのではないかという感じで積算して

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） 211ページ、工業団地の分譲に係る測量を計上しておりますが、これに

ついては内容はいかがでございましょうか。 

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） これは、あくまでも予定の中で計上させていただいていま

して、購入部分で交渉に入りましたときに、どういう区画で切るかというときに備えまして、

最低限の測量委託を計上させていただいているということで、確定したものではございません。 

〇委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。 

〇９番（吉田正利君） 現状の工業団地の測量、まだ大分残っているのですか。 

〇委員長（吉田和子君） 上坊寺産業経済課長。 

〇産業経済課長（上坊寺博之君） 測量が残っているということではなくて、うちの方につき

ましては企業さんの進出状況におきまして面積を弾力的に区画割を変更しまして確定するもの

ですから、それに係る測量ということでご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（吉田和子君） ほかに質疑のございます方、どうぞ。 

          〔「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16号の質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（吉田和子君） 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議案第16号 平成17年度白老町工業団地造成事業特別会計予算、原案のとおり決定すること

に賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇委員長（吉田和子君） 全員賛成。 

 よって、議案第16号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

    ◎議案第１７号 平成１７年度白老町臨海部土地造成事業特別 

            会計予算                 



 

 154 

〇委員長（吉田和子君） 議案第17号 平成17年度白老町臨海部土地造成事業特別会計予算を

議題に供します。 

 予算書224ページをお開きください。224ページから244ページまでの歳入歳出全般及び地方債

現在高見込額調書について質疑に入ります。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17号の質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

          〔「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17号 平成17年度白老町臨海部土地造成事業特別会計予算、原案のとおり決定するこ

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17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１８号 平成１７年度白老町港湾機能施設整備事業特 

            別会計予算 

〇委員長（吉田和子君） 議案第18号 平成17年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計予算

を議題に供します。 

 予算書250ページをお開きください。250ページから272ページまでの歳入歳出全般及び地方債

現在高見込額調書、債務負担行為に関する調書について質疑に入ります。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。上屋の使用料の関係でちょっとお尋ねしたいのです

けれども、記憶ですけれども、日本製紙が95％で民間が５％というような、ちょっと違うかも

しれませんけれども、そんなようなことで上屋の使用料を見ているのですけれども、今の日本

製紙の使用状況と、それから民間の方が使っている部分があるかどうかお尋ねをします。 

〇委員長（吉田和子君） 堀江港湾課長。 

〇港湾課長（堀江 寛君） では、ただいまの上屋の使用状況のご質問についてお答えいたし

ます。 

 上屋につきましては、日本製紙ほかもう一社利用しております。その利用割合ですが、50％

ずつということで、１年365日、全面積両社で使用しております。そういった状況でございます。 

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。今後の使用見込みといいましょうか、使用したいと



 

 155 

いう引き合いが来ているかどうかということと、現在使っている部分があと数年間かは使うと

いうような方向かどうか、わかっている範囲で結構です。 

〇委員長（吉田和子君） 堀江港湾課長。 

〇港湾課長（堀江 寛君） 今のところ、特にこの２社以外に使いたいというのは来ておりま

せん。将来的に第３商港区ができた場合には、いろんな貨物が入ってくるのが予想されます。

その時点で、例えば荷役作業をやっているときに一時的に雨が降ったとか、そういったときに

は使われてくるようになるのではないかということで考えております。 

 あと今の利用状況ですけれども、これは毎年毎年契約しておりますけれども、17年度におい

ても全面積、365日借りるということで聞いております。これは、来年から18年以降、すぐにな

くなるという話では聞いてはおりません。 

 以上でございます。 

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） 質疑なしと認めます。 

 これをもちまして議案第18号の質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（吉田和子君） 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議案第18号 平成17年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計予算、原案のとおり決定する

ことに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇委員長（吉田和子君） 全員賛成。 

 よって、議案第18号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

    ◎議案第１９号 平成１７年度白老町墓園造成事業特別会計予 

            算 

〇委員長（吉田和子君） 議案第19号 平成17年度白老町墓園造成事業特別会計予算を議題に

供します。 

 予算書280ページをお開きください。280ページから296ページまでの歳入歳出全般及び地方債

現在高見込額調書について質疑に入ります。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19号の質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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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19号 平成17年度白老町墓園造成事業特別会計予算、原案のとおり決定することに賛

成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇委員長（吉田和子君） 全員賛成。 

 よって、議案第19号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

    ◎議案第２０号 平成１７年度白老町介護保険事業特別会計予 

            算 

〇委員長（吉田和子君） 議案第20号 平成17年度白老町介護保険事業特別会計予算を議題に

供します。 

 予算書302ページをお開きください。302ページから340ページまでの歳入歳出全般及び債務負

担行為に関する調書について質疑に入ります。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。担当助役にちょっとお尋ねしたいのですけれども、

平成18年度から介護保険が大きく変わるというふうな報道が随分されております。例えば包括

在宅介護支援センターの設置なんかも新聞紙上書かれていますけれども、これに対する対応策

は何か考えていらっしゃるでしょうか。そのセンターの設置だけではなくて、介護保険が変わ

っていくということに対してです。 

〇委員長（吉田和子君） 三國谷助役。 

〇助役（三國谷公一君） 介護保険制度の改正につきましては、今議論されているところでご

ざいまして、これから法案等の提出になりますけれども、今ご質問ありました包括介護支援セ

ンターの関係につきましては、具体的な話は担当の方から聞いてはおります。聞いてはおりま

すというのは、いろいろとその中で業務も変わってきますし、また必要な人員等のそういった

ことも必要になってくるということは聞いておりまして、ただ具体的な制度の中身、これがし

っかりしてこないと、このようなこともはっきしてきていませんが、当面18年度からそういっ

た包括介護支援センターの役割、またそれに対する人員配置等々も視野に入れて今後は中を詰

めていかなければならないということでございますが、まだ具体的にこれらの対応については

今担当の方と協議中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） 制度が大きく変わるということは、これはほとんど間違いないと思う

のです。そうすると、今やるのは何かといったら、やっぱり例えば保健師さんなんかを増員し

なければ対応できなくなるという可能性が今の状況では、私も新聞報道の範囲ですけれども、

なかなか大変だろうと。それを18年に制度が始まった段階でやって間に合うのかどうかという

ことがちょっと私心配なのです。当然今町民安心カード等々も含めてございますので、やはり
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保健師さんなんかは今からきちっと考え方を画一し、できればそういうことに対応できる体制

をつくるべきではないかと。もちろん行政改革もございますから、むやみに人をふやすなんて

いうことを言っているのではございません。しかし、行政改革というのはきちっと町民のニー

ズに合った形で、また今の国の動きをきちっと察知する中で、先にやれるものはやるというこ

とは、これはかなり効率的に違います。そういう意味で、そういうお考えが今現在ないとして

も、少なくても18年度まで待って、制度ができてから考えますよというのではなくて、その前

に議論をしてきちっとした方針を立てるべきだというふうに思うのですけれども、いかがでし

ょうか。 

〇委員長（吉田和子君） 三國谷助役。 

〇助役（三國谷公一君） 大変難しい質問なのですけれども、一方では確かに18年度からとい

うことで今から体制を整えるという必要性は感じているのですけれども、ただそれを今から職

員を採用してということになるのかということについては、担当の方でもそれは厳しいよとい

うふうに話はさせていただいています。ただ、18年度に向けて、そういった採用するというこ

とばかりでなくていろんな方法、いろんな方法というのは、ざっくばらんに言えば、例えば嘱

託ですとか臨時とかというような当面対応したり、18年度に向けてはそういったしっかりした

体制をとっていかなければなりませんが、当面はそういう体制をとりながら18年度のそういっ

た改正を視野にそういう対応を怠らないような、そんな検討をし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） 14番、大渕委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 今ちょっと確認したいのですけれども、ということは事前にきちっと

そういうことを…… 

〇委員長（吉田和子君） ちょっと補足するところがあるそうです。 

 山口健康福祉課参事。 

〇健康福祉課参事（山口和雄君） 先に助役の補足ということでご説明させていただきますが、

平成18年度のスタートというのはベストな状態でございますが、現在厚生省で言われておりま

すのは、地域包括支援センターについては、基本的に体制が整わない場合は２年間延期すると。

これは、議会条例事項に盛って２カ年の延期をしても構わないということが最近になって出て

きておりますので、そういうことで検討する必要が出てくるのかなと。現在地域包括支援セン

ターの大枠は形としては出てきていますが、現在の在宅介護支援センター、これとの関係をど

うするのかということがまだ整理されておりません。したがいまして、在宅介護支援センター

を地域包括支援センターに衣がえするのか、または役割を分担して存続させるのか、その辺の

ところが出てきておりませんので、人員をどうする、こうするという話までは、これは当分ち

ょっと整理つかないのではないかなというふうに考えてございます。したがいまして、17年度

中のかなりの検討課題になっていくのかなというふ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） わかりました。ということは、２年間延ばしてもいいということは、
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その間の中で町の体制を確立すればいいという理解でいいのですね。 

〇委員長（吉田和子君） もう３回目ですけれども、いいですか。 

〇14番（大渕紀夫君） もう一つは、それに見合った体制をつくるということ、僕は体制をつ

くるということは大切だと思っているのです。ですから、２年間延ばすということは、18年か

らでなくて、白老は20年からやってもいいよというような感覚で受けとめていいのかどうか。

そうであれば、もっとゆっくりやってもいいということになってしまうわけだから、だけれど

もそうでなく、早くやった方が町民のためになるというのであれば、私はやっぱり早くやるべ

きだし、17年からやった方がいいのでないかと、こういうふうな考え方になるのですけれども、

そこら辺ちょっと整理してください。 

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） 早晩完全な情報が今出てきてございませんので、今知り得

る中での情報整理をしますと、基本的に18年度から新しい介護保険制度がスタートし、その中

で新予防給付、いわゆる要支援状態のものと要介護度１のものについては、新予防給付の中で

整理をかけていくという考え方と、それから現在介護保険外の方でやられて、自立支援、いわ

ゆる地域の予防の事業がございます。それも介護保険の中に入れてこようとしていますので、

その辺の業務内容を精査しながら、また地域包括支援センターについても運営協議会を持って

サービス事業者と共同体をつくっていかなければならないという問題も出てきています。そう

いう形の中で、一部委託も構わないというふうな形も出てきてございますので、必ずしもその

部分については町直営でやらなければならないという形ではなくて、運営主体はあくまでも市

町村と言いながらも委託の部分も出てきていますので、その辺の人員の問題だとか、形を整理

する必要があると思います。今新予防給付のもののケアプランをつくるというのが地域包括支

援センターでやる形になりますので、そうしますと今要支援のサービス利用者が約120人ぐらい

おりますし、要介護度１が300人という形になりますと、そのうち全部が新予防給付の適用は受

けないと思いますが、８割方は受けるというふうに想定しますと、大体350ぐらいの人が対象に

なるという形の中で、その部分をケアプランつくるとすれば、１人のケアマネジャーが今50人

という形になっていますが、それを多いという形に減らしなさいという話も出てきているので

す、１人の担当のケアマネジャーの持ち件数。そうしますと、大体10人前後の職員を抱えると

いう問題も出てきますので、その辺は少し慎重に検討する必要があろうかというふうに思いま

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20号の質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（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20号 平成17年度白老町介護保険事業特別会計予算、原案のとおり決定することに賛

成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇委員長（吉田和子君） 全員賛成。 

 よって、議案第20号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

    ◎議案第２１号 平成１７年度白老町立特別養護老人ホーム事 

            業特別会計予算 

〇委員長（吉田和子君） 議案第21号 平成17年度白老町立特別養護老人ホーム事業特別会計

予算を議題に供します。 

 予算書348ページをお開きください。348ページから384ページまでの歳入歳出全般及び給与費

明細書、債務負担行為に関する調書について質疑に入ります。質疑のございます方、どうぞ。 

 ６番、土屋委員。 

〇６番（土屋かづよ君） 363ページの（１）、特別養護老人ホーム一般事務経費のところに入

所判定委員会とありますね。それに報酬として２万8,000円が計上されているのですけれども、

16年度は年４回策定委員会が開かれて５万3,000円計上されていたのです。これが急に下がった

理由はなぜかということと、もう一点、７の賃金のところに臨時管理人とありますが、16年度

までは臨時管理人という項目はなかったのですけれども、これはどういう形の臨時管理人なの

か、ちょっと説明をしていただきたいと思います。 

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） まず、入所判定委員会につきまして、昨年との金額の差異でござ

いますけれども、開催予定回数につきましては年４回、回数については同様に考えてございま

す。ただ、３カ月に１度ということをおおむねとしておりますので、これについては実態に即

して２カ月に１回とか、回数の増等があるかとも思います。金額の減につきましては、当初報

酬対象者につきましては２名程度を予定してございましたけれども、現在のところ１名になっ

てございます。その関係で減額という形になっております。それとあと、日当につきましては、

実時間数に応じまして半日当という考え方のもとでの減額でございます。 

 あと賃金につきまして、臨時管理人、これにつきましては昨年計上はしていなかったのです

が、実態として考えられるということで、内部の流用行為等を行った経緯がございます。中身

としましては、管理人、現在夜勤管理人が３名、あと公務生１名という形で業務を行っていた

だいているということで、葬祭関係で休まれるとか、そういう緊急の応援の関係で従来の経験

者を急遽お願いするということをある程度想定した予算という中身になってございます。 

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。367ページの賄い材料費の関係でちょっとお尋ねしま

すけれども、この材料は基本的にはどこから購入していますか、その点。細かくはいいです、
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大きなのだけで、どこから。 

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） 賄い材料費につきましては、これは給食にかかわる材料費が多い

かなと思いますが、原則としては町内業者を主としてございますけれども、物によりましては

苫小牧、札幌からの食材の搬入等も実態としてございます。 

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。関連でお尋ねしたいのですけれども、町が無償提供

等々しています竹浦の軽費老人ホームありますけれども、そこの話を伺いましたら、ほとんど

白老町の食材を使っていないというようなことがございましたけれども、町はそういう点知っ

ていらっしゃいますか、どなたが担当かわかりませんけれども。 

〇委員長（吉田和子君） 三戸健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（三戸功二君） 私の方の所管になろうかと思いますけれども、今ご質問あっ

たようなことにつきましては、実際問題承知はしておりませんでした。 

〇委員長（吉田和子君） 14番、大渕委員。 

〇14番（大渕紀夫君） これは、定かではございません。私も正確に調べたわけでございませ

ん。しかし、町が土地を無償提供し、なおかつ温泉も提供しているところがほとんどの賄い材

料、地元で調達を十分できるようなものを含めて、町外から入っているというようなことを随

分聞きます。少なくとも町が土地を無償提供しているということになりますと、私はやっぱり

そういう指導があってしかるべきだろうというふうに思うのですけれども、早急に調査し、改

善を促すような努力をされる考えがあるかどうか、きちっと責任ある方の答弁をお願いしたい

と思います。 

〇委員長（吉田和子君） 三國谷助役。 

〇助役（三國谷公一君） ただいまの件ですけれども、私ども事実確認は本当にしておりませ

ん。今初めて聞いた話なのだけれども、その仕入れについては事業者さんのご事情もあるかと

いうふうに思いますが、基本的には委員おっしゃっている部分については理解できます。十分

調査して、経営者の方と話をさせて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） ５番、玉井です。369ページ、特別養護老人ホーム改築事業についてで

ありますけれども、場所的なことなのですが、「いきいき４・６」の隣にというふうに聞いて

おりますが、これはもう決定なのでしょうか。 

〇委員長（吉田和子君） 丸山健康福祉課参事。 

〇健康福祉課参事（丸山伸也君） 基本計画の中で「いきいき４・６」が最適ということで検

討しておりますが、最終的にこの位置に町として100％決定しましたという形にはまだなってお

りません。ただ、状況としましては、「いきいき４・６」がやっぱり最適ということで、多分

この方向で動いていくと考えております。 

〇委員長（吉田和子君） ５番、玉井委員。 
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〇５番（玉井昭一君） 私は、個人的な話ですが、前にも話したように、あくまでも町立病院

の近くにというのが一番ベターではないかと。人命尊重という面から、それが一番基本的なこ

とではないだろうかと私は思っているのです。「いきいき４・６」のそばになぜつくるのです

かという理由を聞いたときに、まずケアが大事だと。「いきいき４・６」との兼ね合い、そう

いうケア的なものでそこへつくるのだということを聞いているのですが、一般的に養護老人ホ

ームに入られている方々がケアを特にしなければならない人たちが何％おられるかということ

をかんがみたときに、果たして私としてはやっぱりパーセント的に病院が近い方がベターでは

ないかなと、こんなふうに思います。東団地を早急に撤去して、そこへつくるべきでないだろ

うかと、こう私は思うのですが、その辺の見解を、差をどういう理由でそうなのか、「いきい

き４・６」の隣がいいのか、病院の隣はどうしてだめなのかと、こういうことをお伺いしたい

と思います。 

〇委員長（吉田和子君） 三國谷助役。 

〇助役（三國谷公一君） これは、内部でもいろいろと議論しているのですけれども、一つは

今玉井委員おっしゃったように、病院との連携という部分はわかるのですが、ただ例えば併設

しまして、渡り廊下と、こういう意味だと思うのですけれども、そうしますと逆に言うと、こ

としなんかもインフルエンザがありましたけれども、例えばああいう場合ですとか、要するに

病院は患者さんがいるところですから、そういった部分での、逆に近いことによっての懸念さ

れる部分、こういうものもございますし、それから何よりも今の東団地の解体した後にという

お話もありましたけれども、何せ解体した土地も南北にひょろ長い土地になりまして、それで

一応あれしたことあるのです、図面で大体引いてやったことあるのですが、なかなか思うよう

な構造のものができないということ、それと将来的な町立病院の改築の問題ありますと、一時

的にはどうしてもああいったところに建てかえの話も出てきますので、土地利用という面から

も、あそこは病院の建てかえも含めた用地として確保するのが適当だろうと、こういうような

こと。それから、事業を採択する上でも、ああいう福祉施設の連携といいますか、交流といい

ますか、そういうことも採択要件として大きいよと、こういうこともございまして、トータル

の判断の中で現時点では今の「いきいき４・６」の横に建てたいと、こういう考えでおります。 

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。言っている意味もわからないでもないのだけれども、

ただあの図面をちらっと拝見させていただいた状況では、車を車庫に入れて、冬でも寒くない

ような状況で送り迎えもできるようなというものもついていましたけれども、ベッドはそっく

りそのまま持ってこれるのだというふうになると、仮に病院と廊下でつないでいたら、そのま

まベッドごと持ってくればいいよと、車も要らない、運転手も要らない、施設も当然要らない。

そうなると、やっぱり経費も少なくなる。これは、莫大な費用ではないだろうけれども。僕は、

やっぱりケアというけれども、今でもあの施設内でケアしている、基本的に。あの施設以外に

出てくるということは、ちょっとやっぱり難しいのでないかと思うのです。だから、計画的に

は四角い土地が要るかもしれない。しかし、病院の土地だってまるっきり余っていないわけで
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ないし、病院の改築もわかる。だけれども、一番問題なのはやっぱり人命尊重ということだと

思うのです。例えば脳溢血になったら20分の間に連れていかないと間に合わない、そういうこ

ともあると思う。だから、これはケアも大事だ。病院のそばにつくったら自分が病人みたいな

気持ちになるのだというのもわかる。だけれども、やっぱり僕はそれが一番ベターでないかと

思うのだ、病院のそばに置くというのは。その辺のことをもう一度。 

〇委員長（吉田和子君） 飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） ただいま助役の方からも、例えばインフルエンザの話なのですが、イ

ンフルエンザに高齢者がかかった場合は半分以上が肺炎になると。私は、当初から病院と特養

と全然目的というか使命が違いますよと。病院は、治ったら自分のうち帰るのです。特養は、

自分のうちなのです。ですから、先ほど委員言ったように、緊急時の場合もあります。緊急時

の場合は、私は病院の先生が寿幸園に行けばいい話だと思うのです。まず、私はそういうふう

に考えたのです。それと、何よりも我々考えなければならないのは、生きがい対策というか、

夢を持っていただくということなのです。夢を持っていただくということは、地域の一員です

よと。要するに町内会の一員ですよと。そして、一般の元気な健常者との触れ合いも大事です

よということなのです。ですから、私は無理に、何も病院に我々の行政の都合によって、そう

いう緊急時の場合は確かに距離からいったらいいのかもしれません。ただ、全体的な高齢者の

方の生きがいだとか、そういうことを一番最初にまず考えるべきでないかなと思っております。

それからいくと、今の我々の提示した場所がまずはベスト、ベターかなと思っている次第です。 

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） 質疑なしと認めます。 

 これをもちまして議案第21号の質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（吉田和子君） 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議案第21号 平成17年度白老町立特別養護老人ホーム事業特別会計予算、原案のとおり決定

することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇委員長（吉田和子君） 全員賛成。 

 よって、議案第21号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

    ◎議案第２２号 平成１７年度白老町水道事業会計予算 

〇委員長（吉田和子君） 議案第22号 平成17年度白老町水道事業会計予算を議題に供します。 

 別冊予算書をお開きください。18ページをお開きください。18ページから24ページまでの収

益的支出から質疑に入ります。質疑のございます方、どうぞ。 
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          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（吉田和子君） 次に、収益的収入、17ページをお開きください。 

 質疑に入ります。質疑のございます方、どうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（吉田和子君） 次に、資本的支出、26ページをお開きください。 

 質疑に入ります。質疑のございます方、どうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（吉田和子君） 次に、資本的収入、25ページをお開きください。 

 質疑に入ります。質疑のございます方、どうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（吉田和子君） 次に、７ページから10ページまでの給与費明細書及び債務負担行為

に関する調書について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） 全般について、特に質疑漏れの方がおりましたら、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22号の質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（吉田和子君） 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議案第22号 平成17年度白老町水道事業会計予算、原案のとおり決定することに賛成の方は

挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇委員長（吉田和子君） 全員賛成。 

 よって、議案第22号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

    ◎議案第２３号 平成１７年度白老町立国民健康保険病院事業 

            会計予算 

〇委員長（吉田和子君） 議案第23号 平成17年度白老町立国民健康保険病院事業会計予算を

議題に供します。 

 別冊予算書20ページをお開きください。20ページから31ページまでの収益的支出から質疑に

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） 次に、収益的収入、19ページをお開きください。 

 質疑に入ります。質疑のございます方、どうぞ。 
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          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（吉田和子君） 次に、資本的収入及び支出、32ページをお開きください。 

 質疑に入ります。質疑のございます方、どうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（吉田和子君） 次に、７ページから12ページまでの給与費明細書及び債務負担行為

に関する調書について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） 全般について、特に質疑漏れの方がおりましたら、どうぞ。よろし

いですか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（吉田和子君） 質疑なしと認めます。 

 これをもちまして議案第23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23号 平成17年度白老町立国民健康保険病院事業会計予算、原案のとおり決定するこ

とに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇委員長（吉田和子君） 全員賛成。 

 よって、議案第23号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

    ◎審査結果報告書作成の議決 

〇委員長（吉田和子君） 以上をもちまして本委員会に付託されましたすべての議案の審査を

終了いたしました。 

 なお、本委員会の審査結果報告書の作成については、これを委員長、副委員長に一任してい

ただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（吉田和子君） ご異議なしと認めます。 

 それでは、そのように取り計らいをさせていただきます。 

                                           

    ◎閉会の宣告 

〇委員長（吉田和子君） これで全部終わりました。一番ほっとしているのは私かもしれませ

ん。17年度の予算は本当に大変厳しい中で、議論も大変活発に行われまして、時間を延長した

ところもありますし、私の不手際でちょっと間違えたところもありますけれども、皆さんのご

協力でここまで日程どおり来ることができました。本当にありがとうございます。 
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 これからこの予算執行に当たっては、町行政側の皆様には白老町民の安全、安心のためのま

ちづくり、そして住んでいてよかったと思っていただけるようなまちづくりのために頑張って

いただきたいというふうに思います。 

 これをもって予算等審査特別委員会を閉会いたします。 

（午後 ４時４８分） 

 


