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平成１８年白老町決算審査特別委員会会議録 

 

 

平成１８年９月１９日（火曜日） 

    開 会 午前 １０時００分 

    延 会 午後  ４時１４分 

  

○出席委員（１９名） 

委員長  及 川   保 君     副委員長  山 本 浩 平 君  

委 員  熊 谷 雅 史 君           小 西 秀 延 君 

鈴 木 宏 征 君           玉 井 昭 一 君 

土 屋 かづよ 君           西 田 祐 子 君 

近 藤   守 君           吉 田 正 利 君 

氏 家 裕 治 君           吉 田 和 子 君 

斎 藤 征 信 君           大 渕 紀 夫 君 

中 出   正 君           谷 内   勉 君 

加 藤 正 恭 君           根 本 道 明 君 

議 長  堀 部 登志雄 君 

 

○欠席委員（０名） 

  

○説明のために出席した者の職氏名 

町         長       飴 谷 長 蔵 君 

助         役       三國谷 公 一 君 

助         役       煤 孫 正 美 君 

教    育    長       山 崎 宏 一 君 

総   務   課  長         白 崎 浩 司 君 

総務課交通防災担当参事       奥 村   勇 君 

税   務   課  長         辻   昌 秀 君 

出   納   課  長         長 内 正 男 君 

町   民   課  長        五十嵐 則 夫 君 

健 康 福 祉 課 長              山 口 和 雄 君 

健康福祉課介護保険担当参事     武 岡 富士男 君 

寿   幸   園  長       千 石 講 平 君 

経 営 企 画 課 長       岩 城 達 己 君 

経営企画課契約財産管理担当参事   山 本 憲 次 君 
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病  院  事  務  長           丸 山 伸 也 君 

消    防    長       前 田 登志和 君 

政 策 推 進 室 長       二 瓶   充 君 

政策推進室特命担当参事            岡 村 幸 男 君 

生 活 環 境 課 長       須 貝   貢 君 

生活環境課ウタリ施策推進室参事   久 慈 幸 男 君 

産 業 経 済 課 長        三 戸 功 二 君 

産業経済課農林緑化担当参事      和 野 敏 夫 君 

水 産 港 湾 課 長       堀 江   寛 君 

建   設   課  長       後 藤 光 雄 君 

上 下 水 道 課 長            佐 藤 克 悦 君 

学 校 教 育 課 長        目 時 廣 行 君 

社 会 教 育 課 長       坂 本   譲 君 

子  ど  も  課  長        渡 辺 裕 美 君 

監   査   委  員       岡   英 一 君  

監   査   委  員       宗 像   脩 君 

 

○職務のために出席した者の職氏名 

 事   務   局  長            上坊寺 博 之 君 

 主         幹       中 村 英 二 君 
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◎開会の宣言 

○委員長（及川 保君） 委員会に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げます。本決算審査特

別委員会は、本日から３日間の予定で行われます。昨年から全員による審査方法に変えたわけ

でありますが、往々にして決算審査は予算審査と比較しても、その重要性は軽んじられる傾向

にあるわけでございますけども、町長、教育長が年度当初に示された執行方針が、町民の福祉

にどのくらい寄与したか、または無駄な案件はなかったか、こういうもろもろを検証しまして、

次年度にこれを活かしていくと、こういう議会が議決する重要な事案の一つでございます。ど

うか、委員各位におかれましては、趣旨ご理解の上、スムーズな議事進行に特段のご協力をお

願い申し上げまして、簡単でございますけども、一言ご挨拶といたします。 

 それでは、ただいまから決算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。本委員会については、傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） ご異議なしと認めます。よって、委員会条例第１６条の規定により、

委員長において傍聴を許可いたします。次に、決算審査の日程、審査方法等につきまして、局

長から説明をさせます。 

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

正副委員長と協議をさせていただきました。その結果をご説明申し上げたいと思います。まず、

資料についてでありますが、お手元に審査日程表と区切り表を配布させていただいております。

また、会派から要求がございました審査に係わる資料につきましては、金曜日にファックスを

させていただきまして、今日は原本お手元に配布させていただいております。 

 次に、審査日程でありますが、本日から 21 日までの３日間、決算審査特別委員会を予定し

ております。審査時間は概ね午後４時頃までとしておりますが、審査状況によりましては若干

時間延長をする場合がございますので、ご了承いただきたいと思います。本日、第１日目であ

りますが、審査に入る前に、町長及び教育長から、平成１７年度の町政執行方針及び教育行政

執行方針につきまして、それぞれ約 10 分程度で総括していただくことになっております。町

長及び教育長の執行方針に対する質疑につきましては、各会計の該当する科目の審査時間で審

査を受けることとしております。次に、監査委員より、約 15 分程度で全ての会計についての

監査意見の報告を受けまして、それに対する質疑をお受けすることとしております。町長、教

育長及び監査委員の説明が終わり次第、それぞれの会計の審査に入って参ります。一般会計に

つきましては、概ね２日間としております。 

特別会計、企業会計につきましては、最終日の１日を予定しております。次に審査の方法で

ありますが、配布いたしました質問区切り表に基づきまして、会計ごとに審査していきます。

認定１号である一般会計及び特別会計につきましては、主要成果説明書及び決算書を併用して

審議いたします。認定第２号及び第３号である水道会計、病院会計につきましては、決算書に
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より審議をいたしたいと思います。一般会計及び特別会計につきましては、主要施策成果説明

書の歳出科目に充当されている特別財源につきましては、歳入、歳出一括して質疑を受けるこ

ととしております。また、町税等の一般財源につきましては、一般会計全て終わりました後に

審査いたします。また、決算書 257 ページからの実質収支に関する調書、財産に関する調書等

につきましては、一般会計と特別会計全て終わりましてから行うこととしております。 

以上、簡単ではありますが説明を終わります。 

○委員長（及川 保君） 次に、審査にあたって、委員長より各委員及び説明員にお願い申し

上げます。 

第１点目として、質疑及び答弁を行う場合は、挙手をして、委員長の許可を得てから行って

ください。質問事項につきましては、決算書又は主要施策成果説明書のページ数を示して、要

点を簡潔明瞭に発言してください。答弁についても、簡潔明瞭にするようお願いをいたします。  

第２点目として、議会運営委員会においても論議がありますように、本委員会は、決算審査

でありますから、新年度予算に踏み込むような質問は避けるようにお願いをいたします。また、

数値のみお聞きするような質問は、審査の効率性を図る観点から避けるようにお願いし、政策

的議論にするようお願いをいたします。 

第３点目として、委員会における質疑の回数について念のため申し上げておきます。本委員

会では、申し合わせにより質疑の回数は、本会議に準じて、原則３回までの一括質疑方式によ

って行います。ただし、質疑、答弁の内容等により、委員長の判断で３回を超えて発言を許す

場合もありますので、この点につきましても併せてご承知いただきたいと思います。以上、委

員長から特にお願いをしておきたいと思います。 

 それではただ今から、本委員会に付託されました案件の審査を行います。本委員会に付託さ

れました案件は、認定第１号、平成 17 年度白老町各会計歳入歳出決算認定について。 

認定第２号、平成 17 年度白老町水道事業会計決算認定について。 

認定第３号、平成 17 年度白老町立国民健康保険病院事業決算認定について。 

報告第１号、平成 17 年度白老町各会計歳入歳出決算に関する付属書類の提出について。 

報告第２号、平成 17 年度白老町水道事業会計決算に関する附属書類の提出について。 

報告第３号、平成 17 年度白老町立国民健康保険病院事業決算に関する附属書類の提出につ

いての議案６件であります。 

これらを一括上程し、順次議題に供します。 

議案の審査の都合上、最初に町長より、平成 17 年度町政執行方針の総括について説明を願

います。飴谷町長、登壇願います。 

○町長（飴谷長蔵君） 平成 18 年決算審査特別委員会の開催にあたり、平成 17 年度に執行し

た主な事業の成果を申し上げます。 

平成 17 年度における地方自治体の環境は景気回復の兆しが見えてきたと言われているもの

の、国の三位一体改革による、国庫補助負担金の廃止、削減と、それに伴う税源移譲、地方交

付税の大幅な削減等により、過去に類例の無い厳しい状況にありました。このような中で、私
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は平成 16 年度からスタートした新生しらおい 21 プラン、第４次白老町総合計画に掲げる自分

たちのまちは自分たちで作るという自治の理念と、厳しい財政事情の中で、適正な選択と集中

をすすめる政策選択を行いながら、活力あふれるまちづくりに取り組んで参りました。ここで、

平成 17 年度の町政執行方針にもあります主要施策から、その主な取り組みについて述べさせ

ていただきます。 

はじめに、生活環境の向上について申し上げます。まず、環境全般についてですが、持続的

発展が可能な循環型社会の構築をめざす取り組みとして、平成 16 年に制定いたしました、環

境基本条例に基づき、町の具体的な施策を示す環境基本計画を町民の皆様のご意見を反映し策

定いたしました。また、バイオマス資源の利活用に関する取り組みにつきましても、積極的な

調査、研究をすすめてきたところであります。 

上下水道につきましては、水道水の安定供給と有収率の向上を図るため、引き続き老朽管の

更新を行うとともに、使用料金のコンビニエンスストアにおける収納業務を開始し、利用者の

利便性の向上とサービスの拡大に努めました。また、近年の社会経済情勢を鑑み、効率的な事

業展開を目指し、浄化槽設置整備事業の平成 18 年度の実施に向け、公共下水道事業計画の変

更手続きをすすめてまいりました。 

道路整備につきましては、白老駅北地区の環境整備の一環として、公園通と駅北口を結ぶ町

道末広一丁目通りの整備をすすめたほか、竹浦２番通りと仮称ポロト社台線の一部について新

規着工し、併せて道道昇格を関係機関に要請するなど、中、長期的な展望に立った道路整備に

努めてまいりました。公営住宅整備事業につきましては、白老町住宅マスタープラン、白老町

公営住宅ストック総合活用計画に基づき、日の出団地内において、高齢者向けの住宅整備をす

すめてまいりました。同事業については、今年度中の完成に伴い、６棟 72 戸の団地として完

了いたします。 

一方、防災につきましては、道法無線整備事業の国に対する申請や、西側地区における樽前

山火山噴火対策の前線基地となる防災センターと一体となった消防庁舎の整備決定など、町民

生活の安全、安心施策に取り組んでまいりました。 

次に、健康、福祉の向上についてであります。昨年は検案であった保健、医療、福祉施策推

進方針を策定した中、町立病院内に専門担当者による総合相談窓口を設け、患者さんの心配事

相談や住宅支援に関する相談体制の整備をすすめてまいりました。 

一方、特別養護老人ホーム寿幸園の改築についても、事業化が決定され、来年２月の完成、

３月の開園を目指し、今年６月に着工したところであり、町民が安心して暮らせる環境づくり

に努めているところであります。また、各種在宅サービスの一つである配食サービスについて

は、日曜、祝祭日も実施し、在宅支援サービスの向上に努めてまいりました。 

次に、生涯学習の推進についてであります。アイヌ民族の歴史やアイヌ語表記についての理

解を深めるため、教職員を対象に平成 16 年度実施したふるさと学習事業は継続的な取り組み

を望む声が多く寄せられたところから昨年も実施し、アイヌ文化や伝統の素晴らしさについて

理解を深めたところであります。さらに、ウタリ協会により、高砂地区の旧高橋病院跡地に整
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備された、アイヌ民族記念広場の整備に対して助成を行ったところであります。また、昨年国

においては、イオル再生に向けた事業化が決定されたところでありますが、これを受け、今年

３月にはイオル再生に関する具体的施策の展開を示す白老地域計画レラコラチが白老町イオル

再生事業施策検討委員会及び幹事会により策定されたところであり、今年度からはこれを基本

として、アイヌの人々が主体となって事業を推進することを目指し、白老町イオル再生企画検

討委員会を中心に事業実施が成されているところであります。 

一方、スポーツにつきましては、新たな活動の拠点となる総合型地域スポーツクラブゲンキ

ング白老クラブを設立し、幼児から高齢者まで、まちぐるみでスポーツ振興に取り組む基盤づ

くりに努めてきたところであります。昨年から今年にかけては、白老中学校野球部や萩野小学

校ミニバスケットボールチームの全国大会出場、北海道栄高校野球部の甲子園出場など数々の

明るい話題がありましたが、同クラブの設立が契機となり、より一層のスポーツ活動に対する

すそ野が広がることを期待するものであります。 

次に、産業の振興についてであります。白老港につきましては、町内企業の存続と雇用の確

保。さらには、町内経済の活性化など同港に期待するところが大きいことから、第３商港区測

量調査費について予算要求をし、要望どおり認められたところであります。今年７月には着工

式も終え、西外の防波護岸や防波堤、マイナス 11ｍ岸壁の整備について、本格的な工事が始ま

ったところであります。 

 商工業につきましては、商店街の振興策として、商工会や商業振興会と連携しながら、大町

商店街の空き店舗対策として、試行的に開設したチャレンジショップで一定の効果が確認でき

たところであります。また、食材王国しらおいの創造を目指し、シンポジウム開催による食の

重要性、安全性の町民への啓発と教育委員会との連携により、児童生徒へもスローフードをは

じめとする食への理解と指導に努めてまいりました。 

 観光につきましては、道外の誘致活動、海外からの観光の誘導等、集客事業を中心に各種事

業展開を図ってまいりました。 

 農業につきましては、高齢化が進む中、地域農業の担い手の育成確保や生産基盤の整備を図

るため、農業担い手対策事業の推進を図ったところであります。 

水産業につきましては、マツカワの種苗生産、中間育成を目的とするえりも以西海域栽培漁

業拠点センターに対し、施設の運営及び稚魚の放流経費について支援を行ってきましたが、今

年度から種苗の放流事業実施に至ったところであります。今後は付加価値の高い栽培魚業の目

玉となることに期待するものであります。また、各進出企業の従業員で公営住宅に入居できな

い単身者および独身者への対策として、産業再配置促進事業補助金を活用し、企業誘致促進住

宅の建設を行いましたが、このことが今後の企業誘致のセールスポイントの一つと、定住人口

の増加による地域経済の活性化に繋がるものと考えるところであります。 

次に、町民活動、行政活動についてであります。町民活動につきましては、町民が主人公、

活力溢れるまちを構築するため、個人や団体の町民活動が大きな役割を果たしております。こ

のことから、町民が主体となる町づくりに係わるルールとして、自治基本条例の策定に向け取



 7 

り組みをすすめてまいりました。今年度中には、同条例の制定を目指すものであります。 

一方、誰もが気軽に町長に提案できる町長とのふれあいトークは、場所を町長室から地域、

団体、企業へ移し、出前トークとして５回に渡り実施し、町民の生の声を聞く場として、活用

に努めたところでございます。 

 行財政につきましては、町民に信頼され安心して生活できるよう行政運営の効率化に取り組

みながら、財政の健全や行政改革、行政サービスの充実に努めてまいりましたが、昨年は受益

者負担の基本原則に立って、各公共施設の使用料や手数料の見直しを行ったところであります。 

以上、平成 17 年度の主な取り組みを述べさせていただきましたが、厳しい財政環境の中、

財政改革プログラムを策定し、人件費の抑制をはじめとする徹底した経費の削減や聖域無く事

務、事業の見直しを行うと共に、可能な限り財政の安定化を図りながら町政を施行してまいり

ました。議員各位並びに町民の皆さまのご理解とご協力に心から感謝申し上げているところで

ございます。以上を持ちまして、平成 17 年度の決算審査にあたり、私から町政執行の概要と

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

申し上げます。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長より説明が終わりました。次に、山崎教育長より平成 17

年度教育行政執行方針の総括について説明を願います。 

山崎教育長、登壇を願います。 

○教育長（山崎宏一君） 平成 18 年度、決算審査特別委員会開催にあたりまして、平成 17 年

度に執行いたしました主な教育行政の成果等について申し上げます。 

皆様のお手元に教育行政執行方針、配布されておりますけども、これ昨年３月の執行方針で

ございまして、５月に設置されました子ども課の部分、この部分に載っておりませんので、こ

れについては学校教育と社会教育しか載っておりません。従って、今回５月から執行しており

ますので、子ども課の部分はここにはございませんけども、町側の方の執行方針等踏まえて、

これからご報告申し上げたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

 はじめに、家庭教育及び子育て支援についてであります。新たに設置された子ども課におい

ては、次世代育成支援行動計画等に基づき、家庭教育の情報提供や思春期子育て講座など親が

集う機会を活用し、家庭における教育力の重要性について保護者の意識高揚に努めてまいりま

したが、今後とも継続的に取り組んでまいります。 

 次に、幼児教育についてであります。幼児期における重要な幼児教育を担う私立幼稚園及び

保護者に対して、運営費や入園費等の助成を行い、幼児教育振興のための支援を推進してまい

りました。 

 次に、要保護児童対策についてであります。児童虐待に関する相談窓口の設置により、今年

３月末までに延べ件数 85 件、実人数で 22 人からの相談に対応すると共に、要保護児童対策地

域協議会を立ち上げ、児童虐待の早期発見と未然防止に取り組んでまいりました。今後は、地

域も巻き込んだネットワークの構築が課題であると捉えております。 

 次に、青少年健全育成についてであります。小学生の下校時を狙った殺害事件を教訓に、町
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内の各関係機関などから子どもを守るみんなの目運動への力強い協力をいただき、子どもの安

全確保のための協力体制づくりを進めてまいりました。また、青少年センターでは、登下校時

や不審者情報の把握など日常巡回活動の強化を図っておりますが、今後とも関係機関と連携し

ながら継続的に取り組んでまいります。 

 次に、児童福祉についてであります。二ヶ年計画での緑丘保育園、屋根改修事業が終了した

ところであります。また、各保育園と児童館への不審者の侵入を防ぐため、チャイムを設置し、

子どもたちの安全で安心な環境づくりを進めてまいりました。その他、児童クラブにおいては、

受益者負担の原則に立ち、昨年９月より児童一人に対して月額 2,000 円の利用負担金を設定い

たしました。 

 次に、早期養育についてであります。心身の発達の遅れや、その恐れがある子どもたちと保

護者に対して、言葉をはじめ身体や精神発達に関する指導を行うと共に、幼稚園や保育園にお

いても指導の助言を与えるなど、早期発見、早期養育に努めてまいりました。今後とも一層の

養育体制の充実を図ってまいります。 

 次に、学校教育について申し上げます。はじめに、学校施設の整備についてであります。緑

丘小学校と白老中学校の改修を行うなど、施設環境の整備を行ってまいりました。また、耐震

化優先度調査を開始し、２校の校舎を実施いたしました。今後は、各学校の調査終了後、小中

学校適正配置との整合性を考慮しながら、耐震化推進計画を作成してまいります。 

 次に、心の教育の充実についてであります。平成 15 年度から、白老町の教育重点の一つと

して取り組んでいるところであり、教育委員の学校訪問際にも心の教育をテーマとして授業参

観を実施してまいりました。今後も、命の大切さと思いやりのある人間形成について、指導の

徹底を図り、より一層充実してまいります。 

 次に、確かな学力の向上についてであります。児童生徒に確かな学力の定着が求められてい

ることから、教員の定数加配により、チーム・ティーチング指導や習熟度別少人数授業の取り

組みが行われ、成果を上げてまいりました。また、起業家教育については、北海道教育委員会

の指定を受けると共に、産業経済省の促進事業の中で、創造性やチャレンジ精神、コミュニケ

ーション能力の大切さを学んだところであります。 

 次に、アイヌ文化に係るふるさと学習についてであります。児童生徒の体験学習やアイヌ民

族博物館の学芸員による、各学校への出前講座等を実施したほか、２年目向かえた夏季休業中

での教職員研修においては、教職員から要望等の意見が寄せられる中で、研修内容の充実に取

り組んでまいりました。また、児童生徒の体験学習や出前講座の内容等については、今後さら

に充実等を図っていく必要があると考えております。 

 次に、特別支援教育についてであります。現在、町内小中学校９校に特殊学級を設置してお

りますが、新たに言語障害学習を虎杖小学校に設置いたしました。また、平成 19 年度の特別

支援教育の充実に向けて、特別支援教育振興協議会を設置して、各学校の体制づくりや全町的

な体制づくりに向けての研究を行ってまいりました。 

 次に、生徒指導についてであります。子どもたちの心の問題等に対しての、カウンセリング
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や不登校気味の児童生徒に対する教育支援センター指導員等による、学校や家庭への訪問活動

を実施すると共に、問題行動、虐待等の問題に対しては、子ども課と関係機関が連携を図り対

応してまいりました。今後も問題行動や不登校等の未然防止と早期対応に努めてまいります。 

 次に、学校給食についてであります。児童生徒に栄養バランスのとれた安全、安心な給食を

提供するため、衛生管理に万全を期してまいりました。また、食に関する指導として、学校栄

養職員が各学校を訪問し成果を上げております。 

 次に、社会教育についてであります。町民が生涯学習に取り組める条件や、環境づくりを目

指した社会教育３ヵ年計画に基づき、関係団体と連携、協力の下、各種事業を推進してまいり

ました。 

はじめに青少年及び家庭教育についてであります。郷土愛を養うと共に、親子のふれあいを

図るため、青少年自然キャンプや親子ふれあい体験教室などを子ども課と連携しながら開催し

てまいりました。また、地域の青少年育成団体と連携を図り、家庭教育学級や講演会を開催し、

多くの参加を得たところであります。 

次に、芸術鑑賞、学習機会の提供についてであります。関係団体の連携により、白老移動展

をはじめ、児童生徒を対象とした本物の舞台芸術鑑賞事業などを実施すると共に、住民の多様

な学習ニーズに答えるため、生涯学習講座やまなびあい総合講座を開催してまいりました。今

後は、新たな指導者の発掘と要請に取り組み、講座等の領域を増やしてまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、社会教育団体についてであります。社会教育活動の中心的な役割を担うためのリーダ

ー要請事業に派遣すると共に、団体の自主的な活動に対する支援を行い、各分野における活動

の充実と連携強化を深めてまいりました。 

 次に、社会教育施設についてであります。中央公民館の改修などの整備を進めてまいりまし

たが、現在、各施設とも老朽化が進んでいることから、今後は更に点検作業を行い、修繕計画

等を作成し、効率の良い維持管理に努めてまいります。 

 次に、スポーツの振興についてであります。黒獅子旗獲得記念の野球大会をはじめ、健康マ

ラソン、ファミリーウォーキング大会など、幼児から高齢者までを対象にした、各種スポーツ

事業を白老町体育協会と連携し開催してまいりました。また、町民自らが主体的にスポーツを

楽しむための総合型地域スポーツクラブ、ゲンキング白老が設立されたことから、今後は連携、

協力の下、社会体育の振興を図ってまいります。 

 次に、文化財についてであります。歴史と文化のまちＰＲ事業やアイヌ文化伝承事業として、

白老地方に伝わる伝承儀礼の再現等、貴重な文化遺産の保存と伝承活動を行ってまいりました。

また、陣屋跡や資料館の活用を図るため、野外コンサートや資料館での特別展、企画展などを

開催し、多くの入館者を迎えることができました。 

 最後に、図書館についてであります。図書館システムを活用した、予約や行事のお知らせな

ど、情報の提供を積極的に進めると共に、書架の増設や乳幼児を連れた利用者に配慮し、ベビ

ーカーの購入などの充実を図ってまいりました。また、ブックスタート事業や読み聞かせ事業
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など、読書を通じた子どもの心の育成に取り組んでまいりました。今後も計画的な事業展開を

図ってまいります。 

 以上で、平成 17 年度に執行いたしました、主な教育行政の成果等について申し上げました。

よろしくお願いいたします。 

○委員長（及川 保君） 山崎教育長より説明が終わりました。次に、岡代表監査委員より、

平成 17 年度の全会計に係る監査意見について説明を願います。 

岡代表監査委員、登壇願います。 

○監査委員（岡 英一君） それでは、監査委員を代表いたしまして、平成 17 年度の決算に

係る審査意見を申し上げます。 

最初に、一般会計と特別会計について説明いたします。お手元の資料をご用意いただきたい

と思いますが、認定第１号と銘打った資料の３枚目、横書きの資料あるかと思います。 

平成 17 年度、白老町歳入歳出決算審査意見書。これに従いまして、ご説明申し上げます。 

この書類の１ページ目をご覧いただきたいと思います。第１、審査の対象。第２、審査の期

間。第３、審査の手続きとございますが、記載のとおりでございますので、ここの説明は省略

させていただきます。 

次に、２ページ。第４、審査の結果及び意見。ここを読み上げる形で説明いたしたいと思い

ます。平成 17 年度、白老町一般会計及び特別会計歳入歳出決算額は、法定決算資料、関係諸

帳簿及び諸書類並びに白老町指定金融機関の預金残高証明書と照合し、相違ないことを確認し

た。また、予算の執行及び収入支出、財産の管理、財務に関する事務等は、総体として概ね適

正に執行されたものと認める。しかし、次に掲げるような留意または改善を要すると認められ

るものがあった。すなわち、税収または税外収入の収納に関するものであって、このことにつ

いては厳しい経済環境の中で徴収に努力していることは十分認められるところであるが、しか

しなお担当部署により、その徴収努力に温度差が感じられることもまた否定し得ないところで

ある。この点については、定期監査等を通じて要望してきたところであるが、他部署の方法を

参考にすることも含めて、滞納の実体に応じた適切な収納対策を講じ、より一層収入の確保に

努めることが望まれる。なお、本年５月、国の機関の一部において、税外収入に係る収納率の

数値に拘泥するあまり、不適切な行為による収納率の操作が行われていたことが明らかにされ、

世の批判を浴びたとところである。そもそも収納率は、徴収努力の結果としてあるもので、不

適切な操作を行って収納率を向上させたからと言って、本来目的とする収納額が増加わけでも

なく、本末転倒もはなはだしいと言わねばならない。他の機関の悪い事例に惑わされることな

く、法や条例、規則等の定めに従い、厳正な徴収に努めることこそが、本分と心得て精励され

るよう望みたい。その下に、６項目に渡って、先ほど申し上げました留意または改善を要する

と認められることについて掲げてございますが、記載のとおりでありますので、説明を省略さ

せていただきます。 

また、その次に、第５として審査の内容を記載してございますが、記載のとおりでございま

す。一般会計及び特別会計の決算に係る審査意見は、以上のとおりでございます。 
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次に、水道事業会計についてご説明いたします。認定第２号と銘打った資料の３枚目ですね。 

平成 17 年度、白老町水道事業会計決算審査意見書でございます。これの１ページをお開き

いただきたいと思います。第１、審査の期間。第２、審査の手続き。第３、審査の内容。これ

は、記載のとおりでございます。続いて、６ページをお開きいただきたいと思います。 

第４、審査の結果。この決算の計数は正確であり、財務事務及び経営に係る事業の管理につ

いては、概ね適正に執行されたものと認められる。経営状況については、水道普及率は 98.9％。

人口比と高く、また給水損益や財政面も堅実で、比較的良好な事業運営が成されていると言え

る。すなわち、近年の傾向として、給水人口減、有収水量減、給水収益（売上）減が認められ

るが、依然として収益・費用の均衡が保たれており、水道施設管理台帳図電子化に係る支出

2,000 万円の全額当期負担及び老朽管更新に伴う固定資産除却損の増加。前年度比 1,600 万円

増でございますが、にも係らず経常損益で利益計上を続けており、損益の黒字体質は維持され

ていると言える。しかし、給水人口の減少は今後も続く懸念があり、また大口需要者の節水思

考もあって、給水量の減少が見込まれること。さらには、施設の老朽化や水質基準の強化等へ

の対応も必要なことから、事業環境の厳しさは今後も続くものと思われる。それゆえ、町民に

対する良質の水道水の安定供給を継続するために、今後とも長期的視点に立った上での経営努

力が求められるところである。以上でございます。 

次に、病院事業会計について、ご説明いたします。認定第３号とある資料の３枚目。横書き

の資料です。 

平成 17 年度、白老町立国民健康保険病院事業会計決算審査意見書でございます。それの１

ページ目をお開きいただきたいと思います。第１、審査の期間。第２、審査の手続き。第３、

審査の内容。これは記載のとおりでございます。８ページをお開きいただきたいと思います。 

第４、審査の結果でございます。この決算の計数は正確であり、財務事務及び経営に係る事

業の管理については、概ね適正に執行されたものと認められる。しかし、経営的には依然とし

て赤字決算の状況にあり、前期からの欠損金を含めると、当年度未処理欠損金は 11 億 2,900

万円の多きに達している。すなわち、当期の業績は小児科医師の定着もあって、患者数、医業

収益ともに増加し、これによる人件費及びその他固定費負担の軽減と相まって、前期に比べ経

常損益で約 4,300 万円の利益向上となった。しかし、それでもなお、同損益で約 4,000 万円の

マイナス決算となっており、いわゆる赤字体質からの脱却は成されていない。今後は平成 18

年４月からの医療制度改正が病院経営の圧迫材料となることが懸念され、また常勤医の確保に

ついてもその環境は厳しくなってきていることから、公立病院としての役割と町財政費圧迫と

いう相対立する問題がより深刻化しないよう、一層の経営改善努力が望まれるところである。

以上でございます。 

○委員長（及川 保君） 岡代表監査委員より説明が終わりました。それでは、監査意見に対

しての質疑のございます方はどうぞ。14 番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今、監査委員さんの一般会計の審査意見が述べられましたけれども、

徴収努力に温度差が感じられるという、そういう記述がございます。１番目から６番目までの
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中に書かれているわけですけれども、監査委員の考え方をお尋ねしたいのがあります。一つは、

不納欠損を多く落とせば、当然滞納繰越額が減りますから、収納率は良くなるのですね。そう

いう意味のことが、国でやっている不正と言いましょうか、収納率向上のためにやっています

けど、考え方とすれば不納欠損を多く落としてしまえば、どさっと落とせば滞納繰越が減りま

すから、当然収納率が上がると。ものの本によりますと、あまりにも収納率の向上を目指すあ

まりに、実質的な収入が増えなくても、収納率が上がれば監査委員さんが評価すると。そうい

うことを考えて職員の皆様方が職務に励みますと、結果として収入が増えないのに収納率が上

がったから大したものだと、こういう評価になり兼ねないというような文章を読んだことがあ

るのですけど、一つはそういうことに対して、監査委員のご見解と担当課に対する指導と言い

ましょうか、それをどのように考えてらっしゃるかが１点。もう１点、税の収入や国保の収入

で収納率が上がるのだけど、住宅関係やウタリ関係の貸付金もそうなのですけど、下がるとい

う、ここの分析をどのようにされているか。単なる税や国保を先にペナルティーがあるものを

先に徴収するから、その反映としてそういう形になるのか、誠に言いづらいですけど、担当課

の努力による違いなのか。聞く私もなかなか大変なものですけども、ただそういうことは、私

はきちっとして指摘するものはすべきだろうと思うわけです。ですから、システムがまずくて

収納率が良くならないのか。個々の時にも聞きますけど、監査委員の全体としての考え方がい

かがかということでお尋ねをしたと思います。 

○委員長（及川 保君） 岡代表監査委員。 

○監査委員（岡 英一君） ２点について、お答えいたします。まず、第１点目のことについ

てでございますけど、収納率という数値に拘泥するあまりに、何かそれを目的とした行動に走

る懸念はありはしまいかということは、私がこの職に就いて１年経った頃に、そういう行動が

起こりはしまいかということを懸念したところがあるのです。それで、過去の資料を読んでい

ただければ分かるんだけど、この審査結果意見、この書き方を２年目から改めたんです。それ

は、あまり収納率について、とにかく率が問題なのだよというような、誤った認識が得られて

は困ると思いまして、だいぶ柔らかく表現するようにいたしました。具体的にはどういうこと

かと言いますと、以前は１何々、２何々と、ここでは６項目載せていますけども、その一つ一

つについて、１何々と書いて、もっと頑張れ頑張れと。２何々、頑張れ頑張れと、それを改め

まして、一括して前に出したのですね。そして、１、２、３、４と個別の所では、単に実体を

お知らせするということを、それについてどういうふうに判断されるかは、読む方に任せると。

それは一つに、監査委員というのは、政策の面に立ち入ってはいけないというのがございます

から、ただそうは言っても、監査委員でなければなかなか知り難いというか、そういう知識、

情報というのがございますので、これを政策立案のために役立てていただくということも、ま

た必要なことではなかろうかということで、権限の最少限度逸脱しない程度にそれとなく提供

するというようなことをしているつもりでございます。それで先ほど、ご質問の趣旨ですね。

収納率云々と。まさに、ここであえて国の機関の一部においてと、わざわざ国の機関のことを

書いたのは、実はそういうご明察のとおり、予防措置を張ったということでございます。ただ、
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予防措置を張ったというと、職員の皆さん方には大変失礼なことで、そんなことは少しも考え

ていないよとおっしゃられる方が大部分だと思いますので、そうであれば大変失礼になるかと

思いますけど、私は時々聞かれたら言っておりますけども、私の監査委員としての仕事は、ミ

スや間違った所を暴くのが主たるあれではなくて、要望することが主だというふうに、そっち

の方が大事だと思っていますから、そういうような観点から書いております。従って、くどく

ど申し上げましたけども、私は収納率を上げることが良いというのではなくて、むしろ収納率

が上がるように努力が大事だと言っています。努力をすれば、結果はついてくると。しかし、

幾ら努力してもその他の客観情勢が悪ければ、これは努力しても上がらないのですね。それは、

しょうがないのですけど、そういうような考え方でおりますが、それでもなお、これを見ると、

幾ら努力してももっと頑張れ頑張れというふうに読み取れるよと言われる部分あるかも分かり

ませんけれど、これは皆さん努力したから良いですよ良いですよと言うわけにはいかないので、

多少こういう表現になっているとことでございます。よろしゅうございますか、１点につきま

しては。 

２点目、税等についての扱いと、その他の方が低いからということだろうと思いますが、先

ほどの温度差云々との関連について言いますと、やはり多少どうしても税の方が専門家という

か、専門的であると。それから、その他の方は、どちらかというと福祉の分野に係るものが多

いので、どうしてもやはりちょっとひ弱になっているのかなという気がしないでもない、印象

としては。でも皆さん一生懸命頑張っておられますが、ただ私が、ここで他部署の方法を参考

にすることも含めてと申しますのは、それぞれの部署でやっているやり方が違うのです。それ

は、やはりお互い、一番進んでいるような所の、私は定期監査の時に、申し上げているのです。

どこどこの課でこういうことをやっているよと、だから参考にしてご覧なさいというふうなこ

とで、３年間言い続けております。４年経ちますけど、最初の１年は私もよく分からなかった

のですけども、３年間言い続けて。そういうようなことで、大いに一番レベルの高い所を参考

にしてやってくださいと、そういうふうなことをやっております。よろしゅうございましょう

か。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） 14 番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） そういう意味で言えば、我々も例えば国保はペナルティーございます

ので、国保は頑張ってやりなさいということは言いますので、そういうことも十分承知してい

るのですよ。もう１点別で。不納欠損が、記憶が正しければ、凄く出る年と出ない年がありま

す。当然、これ５年間に１度ですから、多い時と少ない時があるのは当たり前です。ただ、不

納欠損に落とさないで、そのまま執行停止にして、伸ばすことも出来ますよね。ですから、そ

ういうことで言えば、不納欠損が安易に簡単に出されるというのは、私はあまり賛成をしてい

ない方なのですけど。そういうことの精査は監査委員さんとしては、今年は凄い不納欠損は多

いけど、これはおかしいのではないのというような指摘は出来る仕組みになっているのかどう

かということと、出来るのであればそういうことをやられたことがあるかどうか、その点だけ。 

○委員長（及川 保君） 岡代表監査委員。 
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○監査委員（岡 英一君） おっしゃるとおり、不納欠損処理につきましては、非常に私共も

厳格に考えております。従いまして、不納欠損処理した決裁文書の一覧表が載っております。

個別に全部、氏名、住所、金額、全部見ております。それから、なおかつ定期監査のときに、

各部署の課長さん方に、その責任者に強く言っておりますことは、この不納欠損処理に係る決

裁文書については、がっちり見てくださいよと。誰が見てもおかしいじゃないかというような

人が載っているのはおかしいですから、そういう場合は、それは一件見ても実体と違いますか

ら、事情があればそれはそれで止むを得ないですが、おかしいなと思えば、必ず内容を良く聞

いて、それから決裁してくださいよと。それから、これは町長さん、助役さんにもがっちり見

てくださいということを、特に強く言っております。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） 12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 審査の手続きの中で、予算が議会の議決の趣旨に沿って、住民福祉の

増進に寄与し、経済的かつ効果的に執行されているかということで、３点の中の一つにあるの

ですが、不要額について、前回も決算委員会で質問したことがあるのですが、大きいものは挙

げてみたのですね。総額で 7,400 万位の不要額があるということで、これは不要額のどういう

もので残高が生じたということは説明されています。そこまで見たのですが、この不要額につ

いては、予算の目的を達成しての節約度によるものか、それとも事業規模の縮小による中止と

か、そういったものによるものなのか、予算の過大計上によるものなのか、それから執行出来

なかったのか、そういった要因というものをある程度見ていくということになっていると思う

のですが、監査委員さんの総括的なものでよろしいです。この不要額に対しての白老町の各担

当課の手法というのか、適正にされていますよ、それでも不要額が残ったのですよというよう

なことなのかどうなのか、各担当課には聞こうと思っていますけれども、監査委員さんの意見

を伺おうと思いまして。 

○委員長（及川 保君） 岡代表監査委員。 

○監査委員（岡 英一君） おっしゃるとおり、不要額は度々かつ金額の大きい所で出て来る

というのは、結果としては好ましいことだとは言えないのですけども、私は不要額については

こういう考えを持っております。予算制度に伴う、どうしても止むを得なく出て来るものであ

ろうなと思うのです。不要が出る理由というのは大きく分けて２つございます。それは、悪い

場合を言えば、でたらめな予算を組んだということです。とりあえず過大に組んだという、足

りなくならないようにかなり過大に組んでおいたと。それから、するべきことをしなかったと

いうことですね。この２つだと思いますが、そういう観点から一つ一つ大きいものについては

見ております。その結果、特に問題はないということです。今、委員がおっしゃるような種類

別の仕分けというのはしておりませんので、その辺はちょっとよく分かりません。以上でござ

います。 

○委員長（及川 保君） ほか。９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 不納欠損につきまして、小さいことで大変に恐縮なのですが、例えば

住宅使用料で言いますと、昨年、一昨年対比の中で約２倍に増えているわけですが、これにつ
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いて監査として特に何か大きな要因を見られたかどうか、その印象について一つお聞かせいた

だきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 岡代表監査委員。 

○監査委員（岡 英一君） 具体的には 41 ページの住宅使用料のことでございます。 

○委員長（及川 保君） 暫時、休憩します。 

休憩 午前 １０時５６分 

  

再開 午前 １０時５７分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて、委員会を再開します。岡代表監査委員。 

○監査委員（岡 英一君） おっしゃるとおり、私共も随分増えているなという印象を持って

おります。そこで、あえて平成９年度が 199 万 5,000 円だったのですよ、実数で申しますと。

どんどんどんどん増えているということで、ある意味危機感を覚えておりますが、特に突っ込

んで検討はしましたけれども、これはという理由は明示出来ないのですね。段々と入っている

人の意識が段々ルーズになっているのかどうか、ちょっとその辺よく分かりませんというとこ

ろでございます。 

○委員長（及川 保君） ほか。18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 監査委員さんに伺いたいのは、町立病院の問題でございます。６ペー

ジに表２というのがございます。この中の、医業費用の内訳ＡとＢ。Ｂの方は経費に内から報

償費を計上した場合はこうなりますよと、こういう数値なのですが、報償費というのは 17 年度

の決算では経費の中に載っていますね。それで私も昨年、この報償費を人件費として入れるべ

きだというふうに主張していたのですけども、ここの表２として監査委員さんは表示している

のですが、表示した意図はどういうことなのか、それが１点です。 

もう一つは、何故こういう質問をするかと言いますと、医業収益に対して人件費がどの位か

かっているか、薬代どれ位かかっているか、諸経費がどれ位かかっているかという、パーセン

ト我々は出すのです。他の自治体との国保病院と比較するのですよ。そういう時に、特に今年

は本州方面に３班に分かれて視察に行く場合に、他の町立病院などの人権費どの位という、薬

剤費どの位というようなことで勉強しようとしてきているのですが、やっぱり報償費は給与費

の中に基本的には入れなきゃ駄目だと思うのですけれども、どういう意味でここに表２として

載せたのか、そのあたりの見解と、２番目のことも伺いたいとい思います。 

○委員長（及川 保君） 岡代表監査委員。 

○監査委員（岡 英一君） お答えいたします。現状、お医者さんのうち、医局から派遣され

ている方に対する人件費は報償費という名目で支出されております。しかもこれは、経費の内

に入れているわけでございます。これを、どうして給与費の方に分類しているかというと、言

うなれば経営分析の一番基本的な手法を一部ここで使ったということです。経営分析では普通、

費用、経費を比例費あるいは変動費、固定費と準比例費と、そういうようなわけ方をして売り

上げに伴って当然増減するものと。それから、そうでないもの、そういうような仕分けをして
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分析をするわけでございますが、非常に医師に対する報償費という金額が大きいですから、こ

こではこれだけを組み替えてみてやってみたということでございます。他の病院との比較等に

おいて云々とありますが、これはいわゆる他との比較ということは、非常に難しいあれです。

他の機関でも同じような手法で分類していれば比較出来るのですけども、これは本当に難しい

のですね。私は、それを 40 年間位やってきたわけでございますので、本当にこれは難しいの

です。ちょっとやそっとで手をつけられるものではないのです。つまり、相手の収入品目、全

部ばらして、自分でそれをまとめてするぐらいの意気込みでやらないと比較は出来ないのです、

厳密に申しますと。ただ、そうは言っても、それじゃ何も出来ないのかと言うと、そんなこと

止むを得ず表面的に出されたもので比較しますけども、それはそういうことがありますよとい

うことを承知の上でやらなければ出来ないことではなかろうかと思っております。例えば、医

薬品なんかの費用は、これは収入と大体比例して増減する。それが増減しなければおかしいわ

けです。そんなような見方をするために、これを使っていたわけでございます。 

○委員長（及川 保君） ほか。18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 監査委員さんの意見としては、そういうことなのでしょうけれども、

やっぱり我々としては今後、町立病院をどうするかと、こういう問題に直面しているわけです。

ということになりますと、やっぱり白老町は他の比較は別として、それも当然比較します、我々

は。町立病院としてどうするかという姿勢を今後考えなければならない時期に来ているとすれ

ば、やはり正確な人件費は人件費ですよと。本当の経費は経費ですと、材料費は材料費だと、

正確にシビアに見なければ、まずいと私は思うのですよ。その人件費をかけて医業収益という

ものがあるわけなのですけど。先生方の技術料というのは、これはもう跳ね返るわけです、売

り上げに。ですから、今のままでいけば正確な給与費であれば、果たしてこれだけの売り上げ

で間に合うのかと、損益分岐点の問題もありましょう。それらのことから見ていくと、やっぱ

りこの数字では、私は正確な企業会計としてのあれは見られないなというふうに思うものです

から、こういう書き方をしているのですが、表２というものを出してはくれておりますが、監

査委員さんとしては、どういう見解でこういうものを出したのか、当然給与費に入れるべきだ

という主旨なのか、今までどおりで良いですよという意味なのか、そのあたりを伺いたいと思

います。 

○委員長（及川 保君） 岡代表監査委員。 

○監査委員（岡 英一君） 経営分析をするときには、当然組み換えをするのです、する人が。

しなければ出来ませんですから。ですから、自社のことについては、自由に組み替えることが

出来るわけです、内容を把握することが出来るわけですから。ですから、例えば人件費、人間

に係る経費を全部出そうと思ったらば、そのとおり出してくださいと言えば出て来るわけです。

それを元に分析をすれば良い。公表する決算書については、また別物でございますから、それ

はそれでよろしいのではないかと思いますが。ただ問題は、給与として出すのではなくて、報

償費という名目で出さなければならないという事情があるでしょうから、報償費として出して

いる以上は、それは給与じゃないという判断でおやりになっていると思いますので、それはそ
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れで一向に構わないのではないかと私は思っております。ただ、経営分析するときには別の観

点から、分析する側が組み替えてやるということだと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） 暫時、休憩いたします。 

休憩 午前 １１時 ６分 

  

再開 午前 １１時２３分 

○委員長（及川 保君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。監査委員による説明に対する

ご意見がございましたらどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、監査意見に対しての質疑がないようですので、次に進み

ます。認定第１号、平成 17 年度白老町各会計歳入歳出決算認定についてを議題に供します。 

決算書及び主要施策成果説明書により各款ごとの審査に入ります。配布しております区切り

表のとおり質疑を受けたいと思います。それでは、一般会計１款議会費及び２款総務費から入

ります。主要施策成果説明書の 13 ページの１款議会費から 21 ページ、２款総務費、１項総務

管理費、１目一般管理費まで。それから、決算書については、89 ページから 92 ページです。 

質疑のあります方はどうぞ。14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 主要成果等説明書の 18 ページに、情報化推進経費がございますけど、

これでどれ位の合理化という表現が正しいのかどうか分かりませんけれども、これがどの程度、

事務の合理化と人為的な合理化が進んだと考えているか。それと同時に、これはどこまで、も

うちょっとやらなければいけないのかどうか、どれ位まで行うのかということが１点。 

それから２点目に、総務管理費の中で聞きたいのですけど、17 年度からグループ制になりま

した。そのグループ制にした評価、それと反省点。役場の機構での問題点、これがどういうふ

うにグループ制をやることによって浮き彫りになったか、この点お尋ねをしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） ２点ほど、質問でございます。まず、１８ページの情報化推進経

費ということで、合理化、人為的含めて経費的ということだと思います。これについては、従

前から説明しているとおり、予算的には従前までは各課の方で担当の部署で経費を計上してい

たと。それを情報化グループということでそれを集約しまして、１つの科目で集約しています。

数字的にはちょっと押えていませんけども、消耗品、いわゆるそれにかかる各課ごとにかかる

消耗品等々を集約しましたので、プリンターのトナーとか諸用紙、そういうものを集約して無

駄のないようにということで集約いたしました。金額的に今手元にありませんので、数字的に

は言えませんけども、総括的には各課で各々購入して、契約を通してですけども、購入したも

のを集約したということでの経費の削減にはなったというふうに思っています。それから、情

報化の人為的ということのご質問ですけども。職員２名、正職を配置していますが、ＩＴに詳

しいと言いますか、そういう職員を配置しています。ただ、業務委託それからメンテナンスを

含めて、専門業者の方で委託している部分で、それの集約ということで担当職員を配置してい
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ますので、人為的にその部分で何名減ったということにはならないというふうに思っています。

それから、どれ位までかかるのかということですが、集約したということで、この課目はこれ

から電算化ずっと業務の中でしていくということであれば、この委託料、それから賃借料、こ

れはずっと発生してくるというふうに押えています。 

それから、２点目のグループ制を昨年実施してと、本格運用してということでの評価と反省

点ということでございますが、先般も人事ヒヤリング各課の方でさせてもらいました。１年で

の経過ということで、それを上手く運用しているとこ、あるいはなかなか従前の係制の中で、

範ちゅうの中でしか運用出来てないもの、部署もございます。細かいとこになりますけども、

評価としては、まず一つは、少なからず職員の全体の中でやるという意識が変わったというこ

とと、今までは発令行為が伴う行為が所属長の権限の中で振り分けが出来ると。イメージとし

ては、昔の係制のときで言えば、兼務発令みたいな形になりますけども、グループの基本グル

ープからもう一つの基本グループの方に所属長の発令の中で、行為が出来ると。これは、くど

いですけど、従前であれば発令を行為が伴ってしなければならなかった。この運用の中ではや

はり産休とかそういう対応、臨時職員の配置の対応、これを含めて課の中の運用の中で出来る

ようになったということが評価出来ると思います。それから、反省ということで言えば、これ

もちょっと細かい話ですけども、やはり係長という職制を廃止してグループ長ということにな

ったものですから、これはグループ制が云々というよりも、人事当局の部分も反省もしなけれ

ば駄目なのかなと思いますけども。従前、グループ長であったものが、移動によりまして、そ

のグループ長を外れるということがありました。これについては、従前は係長職あるいは主査

職でいた場合については、極力人事の中でも配慮しまして対応はしていたのですが、今回１、

２例あったものですから、その辺を反省しなければ駄目だなというふうに思っています。大枠

でそういうことで答弁させてもらいます。 

○委員長（及川 保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 当然、今までも質問してきましたから１点目の関係なのですけど、当

然このことによってこれだけで人が減ったということにはならないと思います。ただ、これだ

け集約して、これから新たなプログラムを組むものがあるものがあるかどうか分かりませんけ

れども、やはり一定の事務合理化が進まないのだったら、ものすごい高い金をかけてやる必要

はないというふうにはなっちゃうのです。ですから、本当にこれがきちっと機能して、データ

をきちっと入れて、機能していくような形にならなくてはいけないと思うのですよ。だから、

なっていますよと言えばそれで終わりなのだけど、私はこれから長い時間かけてそういうもの

がきちっとなっていく。それが、強いてはやっぱり事務合理化や言えば人の合理化まで繋がっ

ていかなければ、やっぱりまずいのではないかなと思うのだけど、そこら辺の見解が一つ。そ

れから、グループ制の関係なのだけど、上手くいっているとこと上手くいってないとこ、それ

は職務の問題もあると思うのですよ。やる仕事の中身の問題もきっとあるのではないかと思う

のです。そういうことを考えても、やはり縦割りから横割になっていく部分が一定限度表れて

こなかったら、私はあまり意味がないのではないかと。それと、機構の問題というふうに僕が
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言っているのは、どういう意味かと言うと、そのグループ制が例えば課をまたがってやれるよ

うなこと。機構を変えることによって。課をまたがってやれるような所まで発展させていく考

え。こういうことが、これから必要になるのではないかと思うのだけど、その点ではどうです

か。 

○委員長（及川 保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） １点目のことなのですが、どう答えて良いかちょっと分かりませ

んが、ここで持っている情報化推進経費は、先ほどと答弁重複しますけども、各課各課の方で

電算の業務委託をやっていると。それを、保守点検委託料なり賃借料なりを集約して、担当部

署を情報化グループと言いましょうか、担当の部署を窓口として、相手方の委託会社と全体的

な町で委託している業務の窓口として担当を設けたと。ある程度、精通している職員というこ

となものですから、その業務の相手方業者との交渉も含めて、交渉窓口として対応しています

ので、そういう面では効率的な対応にはなってきているのかなというふうに思います。各々の

税なり国保なり福祉なりというふうな、各々の業務については現課の職員と実際の担当者と交

渉、協議はしますので、総括的に情報のグループの職員が関わっていくというような中では、

町全体のＯＡ化と言いますか、そういうことでの取り扱いを集約してやっているというような

ことで、当然今言われた機能しているのかということであれば、集約している部分では機能し

ているというふうに判断はしております。 

それから、２点目のグループ制のことですが、先ほども若干触れましたけども、１年の中で

どの程度の評価が出来るかというようなことで言えば、職員の意識改革を含めて係制にとらわ

れず、横の繋がりを持ってすると。基本グループあって、変則グループあってというようなこ

とでは、先ほどちょっと漏れた部分ありますけども、例えば短期のグループを構築すると。短

期のグループというのは、期限限定で事業が発生するという場合は、その課の中で基本グルー

プを超えて、運用グループを構築しているというような事例あります。今のお話の中に課をま

たがってやれることというのは、当然私共、グループ制を検討したときに、先にグループ制を

運用しているとこがあります。登別市もそうです。たまたま登別市の方は、部制を引いたもの

ですから、部の中で課をまたがって構築する。当然、それから発展すれば全町的に構築すると

いうようなことも視野に入れてやっております。私共も、決してこれが縦割りでグループ制を

作るというふうには思っていませんし、その業務の性質からすれば、数課にまたがってという

ようなことが発生すれば、今は一つの形としてはプロジェクトを作ったり、そういう形でやっ

ていますけども、グループ制そのものは、それを本務とするというような形ですから、そうい

うものが発生すれば課をまたがってというものについては、当然考えていきたいというふうに

は思っています。 

○委員長（及川 保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今の件だけ。課をまたがってやるということは、グループ長はプロジ

ェクトチームなんかの場合は課長さんがなられるのかもしれませんけれども、機構としてそれ

が隘路にならないかという意味のことが聞きたいのです、私言っているのは。ですから、機構
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を変えなくても課をまたがったグループ制が十分機能するかどうかと、現段階で考えたとき。

何故かというと、やはり課の中でも忙しいときと忙しくないときがきっとあるのではないかと

思うのです、季節で。そういうことを考えたら、より高い段階でグループ制を偉功させるには、

やっぱり課を超越して動かなくてはいけない。そういうときに、今の機構で全く問題はないか

と、この点だけです。 

○委員長（及川 保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 現段階で押えている部分として答弁させてもらいますけども、先

ほども何例かの事例を申し上げましたけども、先ほどの事例としては課の中でという事例の方

が多かったと思います。隘路というようなお話でありましたけれども、現在の機構の中で想定

した中で、もし隘路があるとすれば、決裁権者が数課にまたがったときに、２課、３課になり

ますので、その決裁権をどこの課長が持つかとか、ちょっと細かい話になると思いますけども。

ただ、それも主たる業務、そこの業務の総括する課長が、決裁権を持つということであれば、

解決するのかなというふうには思っていますけども、現在想定している中では、数課にまたが

った横の連携を取ったグループを作ったとしても、特にここで出来ないよという隘路はないと

いうふうに思っています。 

○委員長（及川 保君） ほか。12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 16 ページの１点目。業務委託の所で清掃業務が入っているのですが、

白老庁舎関係の公設の施設等も含めての清掃業務、委託業務を含めてちょっと１点伺いたいと

思います。総務省によって 2005 年から５年間の具体的な経済削減計画、集中改革プランが平

成５年に確か作られているはずなのですが、これによる実施。その中で職員、議員の削減とか

職員等の給与削減とかを除いた事務事業系での削減に対する町の取り組みとかがありましたら、

お聞かせ願いたいと思います。 

それともう１点、19 ページの契約事務経費の所でちょっと伺いたいと思います。どこで聞い

ていいかちょっとあれなので、ここの契約事務経費ということですので伺いたいと思いますが、

白老町はいろんな事業、業務全般にあたって競争入札と随意契約という方法をとっていると思

うのですが、この随意契約の割合。業務全般に渡っての競争入札と随意契約の、随意契約の方

の割合が全般のどれ位の割合になっているのかお聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 山本経営企画課参事。 

○経営企画課契約財産管理担当参事（山本憲次君） 契約事務経費の方のご質問でございます

が、今おっしゃられたとおり、工事契約の中で一般競争入札、指名競争入札、随意契約という

３つの契約方法とって白老町進めております。その中で、工事契約全般からご説明させていた

だきますけど、工事契約 17 年度で 187 件ございました。総金額が 12 億 5,704 万 8,000 円です。

その内、一般競争入札なのですが、これは土木工事で 2,500 万以上。建築工事で 5,000 万以上、

業務委託で 500 万以上を対象に一般競争を行っております。それで、一般競争に件数でござい

ますが、工事で６件。委託で７件。計 13 件で行っております。それと、指名競争入札なので

すが、今言った一般競争入札以下から 130 万以上のものが対象です。それで、工事が 88 件。
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委託が 28 件。合計で 116 件。今申し上げました随意契約でございますが、30 万以上 130 万以

下の随意契約でございます。それで、工事が 46 件。委託が 12 件で計 58 件、率にしますと 31％

という割合になっております。物品の方にも随意契約というあれがあるのですが、そちらの方

もですか。以上です。 

○委員長（及川 保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） １点目のご質問で、集中改革プランの中で人件費と言いますか、

職員の削減だとか、議員さんの削減だとか、それを除いた他の事務事業をどのように考えてい

るかということですね。もし、ずれていましたら、またご質問願います。人件費削減、それを

除いてということなので、ちょっと項目別になりますけども、１つには公共下水道事業の見直

し。大きな項目で言わせてもらいます。補助金交付基準の見直し。それから全事務事業の見直

しということで、予算要求の執行のルール等に基づく歳出削減。これは個別になると思います。

それから、受益者負担の見直し。民間委託の推進。あと、現在検討しています町立病院、それ

から小中学校の適正配置、保育園管理運営の見直し等々も、この集中改革プランの中には入っ

ております。それから、広域連携の推進。窓口等業務サービスの効率化ということで、項目若

干ありますので、主なもの述べさせていただきました。以上です。 

○委員長（及川 保君） 12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 随意契約の方なのですが、答弁いただいたのはほとんど工事関係だと

思うのですが、その他にも随意契約で清掃業務だとか、いろんな清掃関係だとか、いろんな所

の分野であると思うのです。随意契約というのは、毎年継続して契約されることも多いと思う

のですね。ずっとその業者が請け負っていくということもあると思うのですね。そういった中

で、どういったことを検証されるのか。随意契約という契約を更新するときに、費用対効果だ

とか、それから契約内容についてのきちっとされているかどうかとか、そういったことを検証

されるのかどうなのか、その点伺いたいと思います。 

それともう１点は、随意契約というのは、なかなか透明性が無いと言ったら怒られてしまい

ますけど、分からない部分だと思うのです。見えてこない部分。競争入札というのは見えてい

ますよね。ですが、見えない部分ですので、こういった随意契約というのは、金額によって違

いますけど、工事関係は金額で明確になっていますけれども、その他の事業で他の事業がある

と思うのですね、いろんな。第３セクターにやってもらっているとか、いろんな所があると思

うのですが、そういった面での契約というのは、継続してやっていると思うのですが、そうい

った関係の見直し。それから、経費節減のための見直し等、随意契約のあり方について見直し

ていかなければならないという点はないかどうか伺いたいと思います。 

それから、今経費削減の公共事業の見直しとあったのですが、この間、一般質問の中で、交

付金が減少していろんなものを削減に頑張るけれども、削減してもその分を使えるわけではな

いと。削減した分は、交付金から減らされてくる可能性があるというような、確か質問の中で

やりとりありましたよね。削減したことが清掃業務なら清掃業務で、もしかしたらもうちょっ

と安くなったとか、そういって削減したものというのは、交付金で見てもらえるものではない
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から。そういうような質疑ありませんでした、削減したからと言って、その交付金が増えると

いうことではないですけど、それが交付金に反映されるわけではないという、そういう確か議

論あったような気がするのですけど。というのは清掃業務、これ道内の市町村で、他市町村な

のですけども、５月の試算で道内 116 市町村の中で、事務事業の削減というのが 170 億だとい

うのですね。その中で何をやっているかというと、清掃業務の見直しなのですね、やっぱり。

庁舎内の。それを誰がやっているかというと職員なのです。それともう一つは、公共施設のゴ

ミ回収も職員がやっているというのですね。それとか、職員駐車場の有料化。何か、職員に負

担かけるようなことばかり言っているのですが、そういったことにも手がけているという自治

体が出てきているというのがあるのですね。そういった中で、白老の清掃業務、依然として私

もずっと言ってきているのですが、なかなか工夫が見られないような気がするのですね。とい

うのは、私は一括やったら何人そこに定着するのではなくて、時間帯で移動したりして出来な

いものなのかどうなのかということも提言したこともあるのですが、そういったことも含めて、

事務事業の見直しというのは、今後何が考えられるのかなというふうに伺いたいと思ったので

すが。 

○委員長（及川 保君） 山本経営企画課参事。 

○経営企画課契約財産管理担当参事（山本憲次君） 随意契約の段階でいろんなもの検証して

いるかということなのですが、この随意契約というのは、私共、契約の方を担当しております

が、その内容、各課から全部いろんな契約書上がってきます。そういうふうな中で、私方見る

のは、仕様書を見まして、その仕様書につきましても各課で作成されてくるのですが、それが

妥当かどうかということを見させて、一応契約事務を進めております。そういうふうな中で、

随意契約というのは、非常に専門性だとか特殊性の多いものに限って、随意契約を行っている

ということです、今現在。主なものと言えば、ＨＢＡの電算事業だとか観光協会の管理委託だ

とか汲み取りだとか、そういうふうな特殊性のあるものについて随意契約を進めているという

ことでございます。特に競争入札や見積もり合わせ出来るものについては、ほとんど全て行っ

ておりますし、一社随契というのはそういう特殊性のあるものだとだけ、ご理解をいただきた

いと思います。 

○委員長（及川 保君） 岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） ご質問の交付金というふうにございました。交付金とか補助

金のこと一つ言います。もう一つ、もし交付税ということであれば、二つ目にお答えさせても

らいますが、まず、交付金、補助金というのは、その事業によって補助対象、交付金対象とい

うことで、確かに事業が増えたり減ったりすると、それに対する金額が増えたり減ったりとい

うのがございます。それから、もう一つ交付税ということで、さっきの一般質問等で交付税の

お話も出ておりました。これにつきましては、町税なんかも歳入として増えてくると交付税が

75％その事業に対して削減されてくる、歳入に対してその分下がってくると、こういうルール

になってございます。今、いろんな、国でも検討されて、それがこれから先まだ不透明な部分

あるのですが、80 なるとか 90 になると、そういうような議論されているとこではあるのです
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が、一生懸命努力して財源確保したのに、交付税が一方で下げられてしまうというのは、私共

も大変厳しい思いをしているとこなのですが、状況としてはそういうことでのやりとりがあっ

たというものでございます。 

○委員長（及川 保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 後段の清掃の部分ということで。ちょっと私の方で役場庁舎の清

掃ということなものですから、そこら辺の部分、私の方でお答えしたいと思います。前にも確

か決算か予算のときにもこの清掃の質問がありました。もう数年前から職員が出来るものはや

りましょうということで、机の上の清掃だとか、ゴミ箱を少なくするだとか、そういうことで、

職員自分自身が関わる部分についての清掃は自分たちでやりましょうということでやっており

ますが、ただ共通の部分、廊下とかトイレとか庁舎の方出来れば振興公社ですけども、そちら

の方にお願いしているということで、当然金額的にも公社の方と十分そこら辺の最小人員で、

時間も午前と午後に分けて最小人員の中でやっていただいておりますので、そこら辺は自分た

ちの方も出来る部分はやっているというふうに思っています。ただ、そこら辺の評価がどこま

でというふうなこともあろうかと思います。それと、事例として職員の駐車場ありましたけど

も、これも数年前から線路向いの職員の駐車場、これは有料ということで、職員から年額 5,000

円だと思いますけども、それを有料化にしてございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） 19 番、根本道明委員。 

○委員（根本道明君） 大渕委員の質問と重複しているのかどうなのか分かりませんけども、

18 ページ、19 ページの委託料いろいろありますよね。例えば税務の方、コンピューターの何

とか委託料とかってずっとありますけど、こういうふうなものに関しては、今話していました

けども、入札するときに随意契約でやってくと思うのですが、精査して出来るだけ交渉して、

安くやっているのかどうなのか、それから、そういう多分努力はやっていると思いますけども、

非常に大きな金額を占めるわけで。それと、特に 19 ページの中頃、ちょっと下の所にありま

す住民管理情報システム機器等で 3,000 万出ているのですけど、これ多分、住民背番号制の話

じゃないかなというふうに認識しているのですけども、間違えないかどうか。それと、これは

全く別角度なのですけど、次のページの 20 ページなのですが、一生懸命決算審査では絞るこ

とばかり言っていますけども、旅費の件なのですが、職員等もいろんな勉強、研修等や何かで

行くわけなのですが、あまり絞りすぎているというのも何なのですけども、必要以上に落とし

すぎているのではないのかなというふうに見受けられるのですが、そこら辺の見解、この２点

について質問させてもらいます。 

○委員長（及川 保君） 山本経営企画課参事。 

○経営企画課契約財産管理担当参事（山本憲次君） 一応、私の方で委託契約について説明さ

せていただきます。安くやっているかという質問でございますけど、当然契約する段階前には、

何社かの見積もり合わせだとか各課で取りまして、その最低価格をもって予定価格だとかそう

いうものを作成しております。ですから、決して１社だけでどうのこうのというのは、ほとん

ど少ないのでないかなと思うのです。そういうふうな中で、電算業務１つにしても、２つなり
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３つなり、パソコン買うにしても３社なり４社なりの見積もり合わせをしながら、そうやって

進めている状況でございますので、決して高いものを契約しているという考え方はしておりま

せん。 

○委員長（及川 保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） ２点目の委託料の新住民管理情報システムの件でのご質問ですけ

が、背番号制というというようなご質問ですが、それとは全然関係ございません。それと、ご

質問の部分としては賃借料ということで、基本的に各課で課税とか使用料とか発生しています

けども、ここの部分は住民基本台帳の基幹の部分と言いますか、いわゆるその方の住所だとか

氏名だとか生年月日だとか性別だとか、そういうものを委託会社の方に全部登録。基幹の部分

を委託している部分なので、その部分としては平成 10 年から 18 年までということで、この部

分では今回計上している 3,000 万ということは１年分ということで、ご質問の部分とは背番号

制と違うのですけども、各課で運用する部分のいわゆる住民記録の基幹の部分を言っていると

いうことでございます。 

○委員長（及川 保君） 岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） ３点目の旅費の件でございます。全課目に関係することかな

ということで、私の方からお答えさせていただきます。確かに旅費に関しても予算査定値、非

常に厳しくなってきているのも事実です。そういう部分では、白老町のみならず道内あるいは

全国の自治体も例えば日当の廃止ですとか、そういう部分でのトータル的な削減に努めている

という状況がございます。また、道外出張につきましても、やはりこれは国とのやりとりの協

議ですとか、あるいは企業誘致関係といった部分で、必要最小限。やっぱり行かなければなら

ない部分はそれぞれの課が予算要求して、最終的には町長が認めて予算化しているという部分

がございます。また、職員の視察あるいは研修そういった部分も、以前は各課でこういった所

へ行きたいという要求方式でしたが、今制度きちっと作りまして、国内研修したいという職員

については公募制によって、それぞれ行きたい所に手を挙げてもらうと。そういう中で、どう

いった所をどういう視点で勉強したいかという、総務課の方で所管しておりますが、そういう

部分で合格した職員が応募したその内容を審査の上、行ける職員は道外研修も行ける。道内も

そうでございます。そういうルール制に基づいて視察研修を行っていると、こういうふうに変

えてございます。ご指摘のとおり、トータルでは旅費の方は厳しい状況になっているという部

分は事実でございます。 

○委員長（及川 保君） 19 番、根本道明委員。 

○委員（根本道明君） 職員が井の中の蛙にならないように、いろんな情報化時代ですから、

白老町にいてもいろんな情報が手に取るようになっておりますが、やはり実際に百聞は一見に

しかずでいろんな町、いろんな所を視察研修して、そしてそれを町に反映させるというのは金

額に換算出来ない利益があるものと考えますので、そこら辺の所をもう少し職員に対して広く

勉強していただきたいなと、このように考えています。それから、先ほど僕のもっと詰めたい

のは、確かに入札してやっています、委託料の方。入札してやっていますよと言いますが、そ
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れは分かります。確かにその中で厳選に規定に乗っ取ってやっていると思うのですが、果たし

てそれは本当に効果があるのかなという、何千万もかけて効果があるのかなというふうな部分

なのです。もう少し、そういうふうな所にぽんぽんぽんぽん委託しないで、我々自体で知恵を

出し合って何か出来ないのか。昔は無かったわけなのだから。何十年前は無かったわけだけれ

ども、ちゃんとやっていた。それが今、コンピューターになって、どこでもこうやってしなけ

ればならないという時代になって、またこういう予算がこうと出てきている。もちろん、国か

らの交付金できているから良いのでしょうけれども、どうしても出来ないものは委託するのは

仕方ないですけれども、我々がちょっと頭あれして出来るだけ自分たちで努力して出来ないの

かなというふうに考えるのですが、そこら辺の考え方はどうでしょう。 

○委員長（及川 保君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） まず、１点目の旅費の関係なのですけれども、今根本委員からご指

摘のあった点につきましては、我々も一般的な旅費についてはかなり経費節減という観点から

切り込まさせていただいていますが、いわゆる今おっしゃられた職員の研修関係ですとか、そ

ういった旅費については出来るだけ手をつけない。手をつけないと言ったらおかしいですけど、

出来るだけ予算は組むようにしてございます。そんなことで、そのことについては、今後とも

配慮していきたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。先ほど来から、情

報化の関係でいろいろとご意見ございますが、単純に機器を導入して電算化して、それでは人

をどれだけ減らせたかということは、換算は非常に難しいと思いますが、ただ、これは効果が

無いということじゃなくて、過去からずっと見てみますと、かなり電算化が進んだことで日常

の業務というのは簡素化されてきています、相当。やはり、自分の手でやるよりも電算化によ

って、かなり早いスピードで出来るとか、正確に出来るとか。そういうことの効果は大きいと

いうふうに思っています。今、職員をどんどんどんどん削減してきて、これは組合との交渉も

含めてでございますけれども、何とか職員を採用しないで削減してきたという根底には、この

電算化というものがあるというふうに考えております。ですから、そういう意味からいきます

と、詳しく分析すればかなりの職員の日常の業務の省力化になっているのではないかなと、こ

のように考えております。そういうことから、こういったものを電算化、業務を委託するに当

たっては、やはり基本的には職員がやるというのは原則でございますけれども、それが電算化

することに費用対効果としてどうかと、こういうことをしっかり検証しながら電算化を進めて

まいりたいと、このように考えております。以上であります。 

○委員長（及川 保君） 暫時、休憩いたします。 

休憩 午後 ０時０４分 

  

再開 午後 １時０３分 

○委員長（及川 保君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。そのほか。４番、鈴木宏征委

員。 

○委員（鈴木宏征君） 15 ページです。（３）の文書管理経費の中から、町民からの情報公開
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の申請、それが、平成 17 年度はどの位あったのかということと、それと、情報公開個人情報

保護審査会という会があるのですが、これが 17 年度は開催されてないのですが、審査会にか

けるような案件がなかったのかどうかということの確認をさせていただきたいと思います。 

それと、補正予算か何かでも説明あったと思うのですが、ちょっと確認させてもらいたい部分

もう一つあるのですが、文書管理システム維持管理業務委託料 131 万 3,000 円なのですが、こ

れは委託しないで職員が維持管理するというようなことだったのか、ちょっと僕も何となくそ

ういうことが頭にあったのですが、それを確認したいと思います。それが載ってないので確認

したいと思います。 

それと、次のページ、17 ページなのですが、何点かあってすいません。（７）の職員管理事務

経費の中の関連でお聞きしたいのですが、今各地で公務員による飲酒運転とか事故が多発して

いるのですが、平成 17 年度で町の職員が飲酒運転等で逮捕というのですか、そういうことが

あったかどうかというのを確認したいのですが。 

それと、（８）の臨時職員経費なのですが、これも補正のときに説明あったと思うのですが、

当初予算より 560 万程度増えているのですよ。その要因を教えてください。それと、（９）の

職員研修経費なのですが、私もいろんな場所で職員の接遇研修というのをたくさんされた方が

良いのではないかというのをお話させていただいているのですが、この職員の研修の中で接遇

研修を含んいるものがどの位あるのかというのを教えていただきたいと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） ６点ほど、ご質問ありました。１点目の情報公開ということで、

昨年何件あったかと。件数ちょっと押えていませんので、他の答弁終わりましたら押えて答弁

したいと思います。 

それから、２点目の審査会が開かれなかったかということなのですが、公開をしませんよとい

うものの決定に対して不服申し立てあった場合に審査会を開くということになっておりますの

で、それが無かったということと、それから審査会にかける協議するという、そういう案件が

無かったということで、実際開催はありませんでした。 

それから、３点目の文書管理の委託料ですね。ご質問の中でも若干言われておりましたけれど

も、文書管理のシステム維持管理業務委託がご質問に言われたとおり、今度自主管理と言いま

すか、ファイリング委員会を立ち上げて自分たちで自主管理するということで、その委託料を

減額しています。 

それから、４点目の飲酒運転。最近報道等で公務員の飲酒運転ということで、非常に報道され

ております。ご質問のとおり、17 年度で言えば、私共の職員での飲酒運転はございませんでし

た。 

それから、臨時職員の増ということなのですが。臨時職員 14 名ということで、決算で計上し

ています。当初の段階では、総務の方で臨時職員の経費を計上しておりますのは、産休が見込

める者とか、業務の増によって当初から見込める者、これ計上しています。ただ、途中で産休

あるいは育休、それから職員の代替ということで、実質の業務１年間やっている中で、途中に
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増のものが発生しますので、その分が増えているということでございます。接遇の経費はどの

程度かということなのですが、昨年は合同研修として住民対話と接遇のレベルアップというこ

とで、中堅職員を対象に講師をお招きしまして、合同研修を２日間、実人員として 17 名で一

度やっています。それから、指導者研修ということで２名。これの 18 ページの真ん中よりち

ょっと上ですが、自治政策研修センター派遣研修、この２名が接遇の指導者ということで講習

を受講しております。そのほかに新規採用職員で昨年こちらの方も、接遇いわゆる心のマナー

実践ということで、対応向上マニュアルを作っておりますので、それは説明済みだと思います

けども、全職員に配布しているということと、新規採用職員の研修にもこれを使っております。  

それから、一番最初のご質問に戻りますが、昨年、情報公開条例に基づく公文書の公開請求と

いうことで言えば５件です。それから、個人情報の保護条例に基づく開示請求が１件ございま

した。以上です。 

○委員長（及川 保君） ４番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） 17 ページの（７）の飲酒運転の件で聞きたいのですが、ほかの方は分

かりました。それで、今罰則や何かも各都道府県でまちまちなのですが、この白老の職員の場

合、飲酒運転で事故を起こしたと、そういう場合の罰則規定、これがどのような形であって、

それを強化するという、そのような考え方、もしあれば。 

○委員長（及川 保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 飲酒運転のということで、うちの方の懲戒審査委員会の規定で、

処分の規準は白老町も作っております。飲酒運転ということだけではなくて、交通違反、交通

事故、懲戒処分等、量定基準表ということで、いわゆる交通三悪、速度違反、無免許、酒気帯

び運転、そういうものを含めて、いわゆる三悪、三つともしていますよと。あるいは二悪、後

は一悪でということで死亡事故を起こした場合。それから、人身事故を起こした場合。それと、

物損の事故を起こした場合。それから、事故を起こさなかったけども検挙された場合、そうい

うような基準でありまして、三悪で言えば免職あるいは停職。二悪についても免職、停職です。

そして、一悪の場合は死亡事故起こしてひき逃げだよというときには免職。まるっきり事故起

こさなかったけども、つかまったと言いますか、そういうことで言えば、誡告、減給または誡

告というようなことになっております。今回もいろいろ新聞報道されていて、罰則は厳罰化と

言いますか、そういうことが県を含め報道されております。北海道の方の基準も停職以上とい

ようなことなものですから、今すぐほかの県と他市町村とも比較してということで、私共、情

報は押えておりますけども、考え方としてはやはり厳しく罰則していこうというふうに思って

いますし、他市町村と比較して、今うちの方の基準がどの程度なのかということも比較した中

で、検討していきたいというふうに思っています。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。無いようですので、次に進みます。 

21 ページの２目姉妹都市費から 25 ページ９目車両管理費まで。決算書については、91 ペー

ジから 96 ページでございます。 

質疑のある方どうぞ。６番、土屋かづよ委員。 
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○委員（土屋かづよ君） 25 ページの車両管理費について、ちょっとお聞きしたいと思います

が。昨今、原油値上がりによって、日本経済がすさんできていますけれども、白老町としてど

れ位の公用車お持ちなのか私も分からないのですが、将来的に渡って、今燃費の安い軽自動車

に切り替えていくという方向はないのでしょうか。それをお伺いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） ただ今のご質問の、まず公用車の数なのですが、総務課で所管し

ているもの。それから、全課共通で共用車というもの。それから、各課で所有しているもの。

それ、区分ありまして、総数で 92 台。軽自動車というようなお話でしたが、今、その 92 台の

中でも相当年数を経過している車両もございます。そういう中で言えば、燃費も悪くなります

ので、いわゆる取替えた方が良いと言いますか、変更した方が良いというようになれば、ぜひ

とも今の形状のものではなくて軽自動車でも十分、例えば徴収とかでも対応うりますので、軽

自動車化ということも、十分これからは検討していきたいと、そういう考え方は持っています。  

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 22 ページの、東京白老会についてお聞きします。以前からいろいろお

話しておりましたが、東京白老会において企業誘致並び定住対策について出来るだけＰＲされ

た方が良いのではないかという考えを示しておりましたが、それについて今年もあると思いま

すから、前回もやっていると思うのですが、どのような経過で来られたか、一つ質問したいと

思います。 

それから、同僚委員から質問がありましたが、25 ページの車両管理について、庁内の 92 台と

いう全体車両について、要するに燃費対策について、役所としてどのような考えで全体をコン

トロールされているのか、これについて一つお願いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） まず、１点目の東京白老会の関係でございますが、昨年 17

年度においては、11 月の 25 日に東京グリーンパレスという所で 98 名の方が出席いただきま

した。現在、東京白老会は会員数年間 10 名から 20 名程度増えておりますけど、現在 240 名程

会員数がおられます。当日は 98 名の出席ということでありました。ただ今、委員も機会ある

ごとにご提案いただいてとおり、せっかくのこういう機会ですから、移住、定住の関係等々Ｐ

Ｒさせていただいております。本格的な移住、定住のＰＲは今年 18 年度になって予算をいた

だいてパンフレット６月議会予算付けされておりますので、本格的な移住、定住のパンフは今

年度というふうになりますが、昨年においては既存の白老町の観光のパンフ等用いて白老町の

良さという部分を、コーナーを設けた中で特産品を含めて白老町という部分でのＰＲをさせて

いただきました。特に昨年は、東京白老会 20 周年という記念の年であったものですから、そ

の部分は十分考慮した上で開催したと、こういう状況になってございます。 

○委員長（及川 保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 後段の燃費対策というようなご質問でございます。直接的に燃料

の減に、対策として直接的な減になるかどうかはちょっと分かりませんけれども、いわゆる燃
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料、経費の削減としては、出張等に関しては札幌等も含めて、複数人数で行く場合は、あるい

は時間的に都合がつかない場合のみ、公用車の使用を認めていると。これは、高速カードにつ

いても同様ということで、公用車の使用については、ある程度規制を設けているというような

ことでございます。車両そのものにどうこうして燃費を抑えるとかいうのは特に、通常どおり

の車検を通して燃費効率をよくしてというようなことでしかありませんけれども、公用車の使

用制限と言いますか、そういう中で燃料全体の経費削減というようなことで対応しております。

以上です。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。４番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） 21 ページの（１）の職員健康管理経費の中でちょっとお聞きしたいの

ですが、職員の総合検診ですとか、いろんな検診をやられているのですが、その中で検査に引

っ掛かったと言うんですか、検査の結果が悪くて、その後の経過措置、そういうものが必要な

職員に対する対応と、最近やはり職員の数はかなり減っていますので、一人当たりの職員の仕

事の量とか、そういう部分でかなり負担が増えているせいか分かりませんけども、こちらから

見ていてもストレスの解消と言うのですか、そういう意味で何か足りない部分が見えるのでは

ないかなと。それは一部にしか見えないのですが、終わった後の、昔は野球をやったりテニス

をやったり、いろんな部分でスポーツをやったりなんかして、ストレスを解消しているという

部分があったんですが、最近見ますと、職員に仕事が終わった後に、そういうことをやられて

いる職員というのが非常に少ないと思うんですよ。そういう部分で、メンタルな部分、メンタ

ルチェックというのか、そういう部分をどのように対応しているのかということをお聞きした

いなと思うのですが。 

○委員長（及川 保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） １点目の健康診断終了後の検査結果を踏まえてのその後の経過措

置と言いますか、そういうことだと思いますけども。まず、総合検診の方につきましては、当

事者の方に当該病院から検査結果来ます。要検査の部分については、２次検査を受けるように

という指導入りますし、これはご本人に入りますし、それは２次検査を受けた場合に、受診機

関に検査結果調書と言いますか、それは送付されるようなことになっています。ですから、年

度の終了近くなって共済組合の方から、２次検査を受けた、受けないの調書が来ます。どなた

が受けたのか、どなたが受けてないのか全部来ますので、そういう中ではこちらの方も２次検

診の受診についても督励しているというようなことで経過対応という、そのようなことはうち

の方も、共済組合の方も指導は両方しますので、うちの方もそれに基づいて指導しています。

それから、普通の定期健康診査も、これにつきましても、これは２次検診、そこまでは行かな

いのですけども、その当該職員についてはその検査結果に基づいて指導があるというようなこ

とで、これについても特に受診が必要だというような指導項目の記載があれば、職員自らが行

っているというふうに思っています。 

それから、２点目の、ストレスの解消、メンタルチェックということなのですが、非常にご

質問の中でもございましたけども、何年か前は福利厚生会事業の元気回復事業の一環として、
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だいぶ前になりますけど、各課のソフトボールだとか、運動会だとかありましたけど、時の流

れと共に、そういう団体競技と言いますか、団体で全職員が集まって何かをするようなことも

なかなか難しくなりまして。各課に元気回復事業をお願いしているというのが実体です。ただ、

それも昨年見直ししまして、各課のそういう事業もちょっと縮小されてきているというような

ことで言えば、ご指摘のストレス解消というのも、なかなか縮小気味なのかなというふうに思

っています。ただ、福利厚生会の中では、当然元気回復事業という目的の中で家族旅行を含め

て、そういうような事業を起こしております。それから、メンタル的なということで言えば、

研修の一環として管理衛生組合、そこの主催でメンタルの健康管理ということで、研修のとこ

にもありますけども、ここ２年、３年北海道の市町村の振興協会から補助金いただきまして、

そういう研修の講師をお招きしまして、連続２年やっているというような状況です。 

○委員長（及川 保君） ４番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） 個人個人もあるのですが、やはり早めにそういう方のメンタルチェッ

クをされて取り組んでいかないと、１回深く係ってしまうと、精神的ダメージが大きくなって

からですと回復するのになかなか難しいのですね。普段からそういういろんなチェックが必要

だと思うのですよ。研修の中身にもそういうものがあるとおっしゃいましたので、ぜひそうい

う研修も積極的に、職員対象のメンタルチェックが出来るような、そういうものを中に含めて

日頃からのチェックというものを本人その者が考えていかなければ駄目なものですし、また周

りもその人に合わせて考えてやれなければならない部分ですので、そこら辺は保健師さんやな

んかおりますので、そういう人と協力し合って、何かそういうシステムというか流れみたいの

を作っておくのも一つ必要かなと思うのですがどうでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 先ほどの部分、若干重複しますけども、研修の中でもいわゆる平

常時の業務をやっているときのメンタルチェックと言いますか、兆候が見受けられるなとか、

平常業務の中でどうしたのだろうというのも、管理職として見落とさないようにということで

の研修。それと、平常業務の中で、あまり詳しくは言えませんけども、本当の数名ですけども、

やはり精神的に弱くなっているという職員も現実にはいます。そういう中では、職場の中でや

はりフォローする、あるいは専門的な産業医、保健師さんを含めて相談にのる。それと、専門

的な医療機関にかかっているというようなことでの指導はしていきたいですし、まず、一番最

初に気づくのが職場の中で、私たち総務課ということよりも職場の中から気づくのが一番最初

に気づくと思いますので、職場長の研修も含めて体制を強化していこうと。前から言われてい

るとおり、全道、全国の方の精神的な病が増えてきておりますので、そこら辺も気をつけてい

きたいというふうに思っています。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。次、移ります。 

25 ページ、９目企業調整費から 30 ページ 17 目諸費まで。決算書は 95 ページから 98 ペー

ジです。 

質疑のあります方はどうぞ。12 番、吉田和子委員。 
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○委員（吉田和子君） 28 ページの交通安全運動推進経費の中の主な事業内容の中に７番のシ

ートベルト着用率の調査の実施、これ計 16 回やっているということなのですが、白老町にお

いて調査の結果の中で装着率、どれ位になっているのか。それと同時に、これをやるときにチ

ャイルドシートの方は実施してないのかどうなのか、その辺ちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 奥村総務課参事。 

○総務課交通災害担当参事（奥村 勇君） まず、交通安全推進委員の中のシートベルトのこ

とでございますが、白老の場合、国道 36 号線の社台地区、それから博物館通り。これは役場

の歩道橋を使って調査をしております。それと、石山大通りの、この３ヶ所で計 16 回、去年

については実施しております。そういう中では、今３ヶ所のトータルで申し上げますと、運転

席が 98.5％。それから、助手席が 96.46％。合わせまして 97％というようなことで、若干ちょ

っと 100％ではないというようなことですし、助手席の装着率が悪いというような状況になっ

てございます。それから今、チャイルドシートの件が出ましたが、チャイルドシートの調査に

ついては、実質的には行ってないというようなことでございます。 

○委員長（及川 保君） 12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） シートベルトは大人の自分の運転手と助手席は運転手の責任で、ある

程度車に装着されているものですので、付ける付けないは本人達の責任なのかなというふうに

思いますけれども、両方合わせて 97％平均すると、いっているということでは良い方なんじゃ

ないかなと思っていたのですが、チャイルドシートなのですが、このチャイルドシートの装着

率が５割以下だと、そういうデータもありますし、それから間違った取り付け。せっかく付け

ているのに間違った取り付けをしているという方が６割いるということなのですね。それで、

白老町がこの制度が義務化されたときに、チャイルドシートの貸付事業を行なっているのです

が、それは何年かで止めたのですね。というのは、それは定着するだろうと、最初の負担が大

きいということで、確か実施されたと思うのですが、今若いお母さん方はやっぱり３回ぐらい

入れ替えしなければならないということで、かなり負担が増えているということなのですね。

そういった意味では、何となく付けないで終わってしまっているという話も結構あるのですが、

こういうなかなかシートベルトと違って、外から見るというのは難しいのかなというのは思う

のですが、ただ、子どもさんが状況見ていると、座っているか、シートベルトしているかとい

うのは、チャイルドシートに収まっているかどうかというのは分かると思うのですが、この対

応を、今リサイクル銀行が出来ましたよね。そういった中で、町民の方々に使わなくなった物

を呼びかける。それから、保育所の送り迎えも見かけていると、結構短い距離ということもあ

るのかもしれませんけれど、チャイルドシートをつけてない方もいますし、チャイルドシート

を使ってないという例がかなりあると思うのですね。交通安全推進委員の方々にお手数ですけ

れども、保育所、幼稚園関係はこぐまクラブというのもやっていますよね。もちろん、これは

大人への指導が大事なのですけれども、そういった所に手配する、出入りする大人たちへ向け

てのそういう指導。それから装着率の調査、そういったものをする考えはないかどうかという

ことと、そのリサイクルの進め方についてお考えがあれば伺いたいと思います。 
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○委員長（及川 保君） 奥村総務課参事。 

○総務課交通災害担当参事（奥村 勇君） 今、吉田委員言われたように、指導についてはこ

ぐまクラブ等々がございますので、そういう中でお母さん方も含めて進めていきたいなという

ふうに思っております。調査についても出来る限り、なかなか今言われたように、例えば後ろ

側に付いているシートございます。そうなると、正直言いまして、車の後ろ側のウィンドーが

ちょっと曇りガラスになってきているというような今流行なのかどうか分からないのですけど、

車自体の構造が昔の車と変ってきているということもありますので、おそらく調査するという

ことになれば、当然全席というか、助手席の所に付いているチャイルドシートにちゃんと乗っ

ているかどうかという調査ぐらいしか出来ないのかなと思っていますけども、それについても

出来る限り調査してみたいなというふうに思っております。それから、リサイクルの部分につ

いては、うちの交通安全の広報等も出していますので、そういう中にチャイルドシートのリサ

イクルというようなことも載せながら、進めていければいいなというふうに思っています、以

上です。 

○委員長（及川 保君） 12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） １点、ちょっと聞き忘れたのですが、装着の仕方がちょっと違ってい

ると。せっかく付けて効果が無いという。きちっと付けられているのが、４割ぐらいだという

ことで、６割が付け方を間違っているということなのですね。そういった意味では、交通安全

のこういうことに係る人達というのは、装着の仕方というのはご存知なのかどうなのか。せっ

かく調査をして、こぐまクラブとか保育所の送り迎えなんかのときに、立ち会ってもし指導し

てくださるとしたら、もし親切という意味では、装着されているものが正しくされているかど

うかも点検出来ればなと思ったのですが、それは無理なことなのか、講習を受けてやることが

出来ないのかどうなのか、その点伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 奥村総務課参事。 

○総務課交通災害担当参事（奥村 勇君） 今、チャイルドシートの付け方の間違いが６割く

らいあると、そういう中で指導員等々も含めて装着の仕方を考えられないかということでござ

いますが、正直言いまして、通常はカー用品の所へ行って当然求められるのが一般的なのかな

というふうに思います。そういう中では、当然カー用品の販売していることで付け方等々を購

入者に当然求めているというか、やっていると思うのですね。今言われたように後の部分、例

えばリサイクルのやつを装着の仕方ということになれば、かなり今の段階では指導員にそれを

求めるのは、ちょっと難しいのかなというふうに思っています。ただ、言えることは、そうい

うことも含めて、リサイクルも含めて、出来るかどうかことを検討させてもらえればありがた

いなというふうに思っています。以上です。 

○委員長（及川 保君） 16 番、谷内勉委員。 

○委員（谷内 勉君） 今の 28 ページ。同僚委員の方から質問ありましたけども、私もこの

シートベルトの着用、これについては今聞かれましたので、それで十分だと思います。ただ、 

その結果について例えばどう活かしているのか、いろいろな啓蒙もやっておりますけども、そ
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ういう意味での結果をどういうふうに活かしていくか、この辺について伺いたいと思います。

そしてまた警察とか地域の関係、この辺についてもちょっと伺いたいと思います。それと、５

番目なのですけども、交通安全教育の実施ということで、これは町独自でやっているのかどう

か。これ、警察の方が立ち会われてやっているのかどうか、この辺について伺います。それと、

ちょっと項目変りますけども、29 ページなのですが、町営の防犯灯についてなんですけども、

この需要費の中に電灯料、それと修繕料、これについてのどの位の割合になっているか、概算

で結構です。教えていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 奥村総務課参事。 

○総務課交通災害担当参事（奥村 勇君） 今、交通安全の関係で３点ばかりいただいたと思

いますが、まず一つ目としてシートベルトの結果の活かし方というような部分でございますが、

これにつきましては当然先ほども申し上げましたとおり、うちの方はそのときそのときで安全

だよりというものを皆さんの手元に出していまして、結果がこういうふうになっておりますと

いうようなことをまず周知してございます。あと、当然これの活かし方ということになれば、

交通安全の週間の中で、例えばシートベルトの着用の啓発だとかということを進めていかなけ

ればならないのではないかなと。実際にはやっているわけなのですけども、そういうことの結

果を踏まえて今後もやっていかなければならないだろうと、継続してやらなければならないだ

ろうというふうに考えております。それと、警察と地域の関係でございますが、交通安全のこ

の運動につきましては、当然、町それから白老交番グループ、それから住民の方というような

中で進めて行っているとご理解をいただきたいと思います。それと、交通安全教育の実施でご

ざいますが、これにつきましてもこぐまクラブ、青空教室等々につきましては、警察と共同の

もと進めているというふうなことでございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君） 防犯灯の需用費の中の電灯料と修繕費の割合ですけども、ほ

とんどは電灯料なのですが、数字的には今調べてご返事したいと思いますので、ちょっと時間

をいただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 28 ページから 29 ページにかけましての町内会活動育成経費について

お伺いいたします。白老町では、町内会活動が非常に活発で、それは喜ばしいことだと思って

おりますけれども、ただ、町内会の中でこれから町内会が果たす役割というのは、非常に大き

いものがあるのではないかなと思っております。例えば、防災のこと、防犯のこと、それから

地域に住む一人世帯のお年寄りの家庭のことなど、子どもの育成、様々な問題がやはり地域に、

町内会の活動を通して広くサポートしていただくというか、協力体制の中でなければやってい

かれないのではないかなと思っております。そこの中で、少人数の町内会が結構あると思うの

ですよね。また、大きな町内会もありまして、ここで 29 ページの下の方なんかもそうなので

すけど。町内会にお支払いする金額、例えば 17 年度実績均等割りと書いているやつで、これ

は環境衛生課の方からで１町内当たり平均で１万円。その前の 28 ページですと、町内会の活
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動ということで、１世帯当たり平均割が２万円になっているのですよ。それを、単純に計算し

ますと、例えば 30 世帯の所ですと１人当たり 2,000 円の補助が出る。ところが 200 人程の町

内会になると、１人当たりの補助が 1,150 円位になるのですよ。こうしますと、大きい町内会

になればなるほど、ある程度の力があって、いろんなことが出来るはずなのですけども、実際

に町からの補助の方が非常に１人当たりの頭割りからいくと少なくなってしまう。反対に小さ

い町内会の方が、たくさんいただける。そういうようなことになるのですけれども、実際にそ

の辺のお考え方はどういうふうにされているのかということが、まず１つお伺いしたいと思い

ます。それと、もう一つ、29 ページの町営防犯灯維持管理経費の中の、先ほども同僚委員質問

しました、需用費の所の修繕料なのですけども、これはここで聞いて良いのかどうかちょっと

よく分からないのですけど、屋根のない博物館どおりの電気の所、道銀の向かいのちょうど道

路渡った当たりの所、大きなボックスが上の方から落っこちてきた事故があったのですけど、

それについて、何年か前から業者の方が指摘していたというお話を聞きまして、実際にはその

辺の修繕とか補修とかどういう形で行われていたのか、その辺二つお伺いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君） 少人数とたくさんの人数で構成している町内会との不平等で

ないかというような意味合いかと思うのですけども、まず一つは固定経費というのは、大きい

町内会、小さい町内会に係らず一つあるのかなというふうに考えてございます。それと、人頭

割ですね。世帯に対して、一加入者に対して補助をするという部分ですね。これは、活動経費

という運営していくために必要な経費というふうに思ってございます。そういう部分では、固

定経費が、これが町内会連合会の中で固定経費の配分をもう少し変えたら良いのではないかと

いうことであれば、これは考える必要もあるでしょうけども、今の固定経費という中では変え

るという考え方は持っていないということでございます。 

○委員長（及川 保君） 後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） 中央通りの街路灯についてのご質問でございます。今月の初めで

したが、実は分電盤がございまして、その分電盤が腐食によりまして、転倒しまして、現在は

ちょっと見苦しいのですけれども、ブルーシートで囲って、簡易的な操作で照明灯が点くよう

にしてございます。委員おっしゃられるように、何年か前から指摘していたというふうなお話

なのですが、私共の方、直接その件については把握してございません。大変申し訳ないのです

が、今回突然というふうなことで理解しております。現在、修理中でございまして、ここ１週

間か 10 日以内にもとどおりの分電盤というふうなことで、今作業進めております。 

○委員長（及川 保君） ７番、西田祐子委員。  

○委員（西田祐子君） まず、最初に町内会の方なのですけれども今の所、必要経費があるか

らという回答だったので、変えるつもりも今の所ありませんというお話だったのですけども、

ただ、白老町も高齢化が進んでおりまして、やはりそこの町内では出来なくなっているという

実態があるのではないかなと思うのです。そういう中で、今までと同じ考えで果たして良いの

かなと。それだけをもう一度お伺いしてみたいと思います。 
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○委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君） ちょっと、舌足らずの所があったかと思うのですけども、こ

れはやはり西田委員が言われるのは最もだと思うのですね。ただ、これは町内会連合会の中で、

どういうふうに配分していこうかという、例えば今言われたようなことが新たに起きてきて、

それを活動経費として使うには、その部分の支援として、この割合ではなくて別な割合にした

方がいいのだという、こういう意見が出れば、これはやはりそれに合わせた形でもって配分率

を変えていくということはあり得るというふうに考えてございます。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君） 先ほどの修理費と電気料の割合でございますけども、修理代

が占める割合が 18.2％、それから電気料が 81.8％の割合になってございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） ９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 30 ページの税の過誤納還付金についてお伺いしますが、今年は 55 件

発生しているようでございます。ちょっと去年より増えているような気がいたしますが、この

内容について分析されているかどうか、一つお伺いいたします。 

○委員長（及川 保君） 辻税務課長。 

○税務課長（辻 昌秀君） 55 件のうち、大きなものとしては法人町民税 32 件ということで

すけども、この法人町民税なのですけれども、法人の決算に基づきまして、納税していただく

ということなのですけど、一応年２回の制度になっておりまして、決算後の半年遅れで予定申

告という制度がございます。それは、前年度の決算に基づいて、その２分の１を納めていただ

くということでございます。ただ、その予定申告ですので、また翌年度、決算で最終的に確定

になりまして、その結果として当初の見込みよりも納税額が減ってくると、これは還付すると、

年度が超えるものですから。法人町民税については、そのように予定申告見込みでの納税。そ

の結果での還付ということになってございます。また、道町民税につきましては、これは修正

申告との要因によりまして、過年度分の還付と、主にそういうような内容になっております。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。次、移ります。 

31 ページ、２項町税費、１目賦課徴収費から 37 ページ、６項監査委員費、１目監査委員費

まで。決算書については、97 ページから 104 ページでございます。 

質疑のあります方はどうぞ。14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 35 ページの衆議院議員選挙費なのですけれども、これ私、毎回質問し

ているのだけど、このときは特定財源、要するに超過負担が０なのですよね。もちろん、備品

購入等々というのは入ってないということで説明は伺っていますけれども、しかしこれでぴっ

たりやれるという状況だということは、選挙含めて超過負担が無いような状況に国がしていっ

ているのか、それともたまたま町の方があったのか。それから、ほかの部分で、こういうふう

に、要するに超過負担でやれるような事業というには、今これ以外に考えられますか。総務課

の範囲でも結構です。というのは、超過負担がないということは、極めて良いことだと私は思

っています。こういう事業がどんどんどんどん増えていけば、極めて楽になるわけですから、
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そういう意味で言えば、こういうことをきちっと教訓にして、お金の使い方を考えたらいかが

かなというふうに思うものですからお尋ねをしております。 

○委員長（及川 保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 前段の衆議院選挙それと合わせて海区も選挙なかったのですけど

も、執行経費と支出金が同じというのは。多分、私もこれは初めてかなと思います。今までは、

超過負担が出ているよと、国選挙、道の選挙で。その主な要因としましては、人件費です。や

はり、国の執行経費に関する基準の法律、その基準に基づいて執行経費の歳入で来ますけども、

それの押えている単価と実際の職員の時間当たりの単価が違ってくると。人件費ということは、

投票日の投票事務と開票事務の時間外です。今、時間外で出していませんけど、一括でうちの

方で総トータル出していますけども、その単価の違いです。今回、それじゃ何でという話にな

ると思いますけども、うちの方のいわゆる時間外、その報酬が当たる対象の職員が内部の方も

そうですけど、管理職が当たったものですから、選挙管理委員会の支出が、選挙事務やってい

る投開票とは別に、選挙管理委員会の職員の対象者が減ったというようなことで人件費が減り

ましたので、最終的に精算をするものですから、白老町でかかった経費と精算というようなこ

とですから、１円びったしの金額になるというようなことで、冒頭言いましたけども、今まで

はそれなりに超過しているということで言えば、今回私の記憶では初めてなのかなというふう

に思っています。それから２点目の、ほかの事業はということ、ほかはちょっと想定して直ぐ

出てこないのですけども、統計事務は全額国なり道から来ますので、その分は超過無いと思い

ます。今、即答でほかの事業はというと、ちょっと私の方で即答出来ない状況です。以上です。  

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。19 番、根本道明委員。 

○委員（根本道明君） 32 ページの上の方に、負担金、補助金及び交付金。白老町たばこ販売

促進協議会に 15 万なのですけど、これをやったことによってどういうふうな事業をやったの

か、どういうふうな効果があったのか、ここら辺を教えてください。 

○委員長（及川 保君） 辻税務課長。 

○税務課長（辻 昌秀君） たばこ販売促進協議会の 15 万円の助成対象でありますけども、

協議会の方で販売促進のために行うライター等の制作費の一部補助ということでございます。

この補助金につきましては、過去ポロトコタンでの販売時代、かなり金額も大きい補助をして

財源になるということでやっておりましたけれども、現在段々見直しをかけて縮小ということ

で、現実的にはこの補助金でもってたばこの販売費を拡大するという所までには至ってないの

かなと。また、健康増進の問題もありますので、今後についてはここの部分は行革の中でも見

直しの課題ということでありますけども、段階的に減額になってきてでの、この 17 年度の交

付額ということでございます。今後の扱いについては、協議会の方と現在協議中ということで

ございます。 

○委員長（及川 保君） 19 番、根本道明委員。 

○委員（根本道明君） 片方では禁煙やっている、片方では、それはちょっと認識していると

思うのだけども、僕はスクラップアンドビルドというふうなことでやっているのであるならば、
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過去からずっと引きずっているから仕方なくやっているのだというふうなものであれば、早く

そこら辺気が付いて整理するべきじゃないのかな。必要ならずっとやっていったら良いですよ。

もっと膨らませたり、その効果があるのだったら。そこら辺のことの考え方が、こういうふう

な決算書、かなり引きずっているようなものがあるから、そこら辺よく精査して。たまたまこ

こに行きましたけれども、そこら辺精査して、全部の課に渡ってちょっと整理してみてくださ

い。 

○委員長（及川 保君） 辻税務課長。 

○税務課長（辻 昌秀君） たばこに限っての話でございますけども、私のもこの販売促進会

の総会、今年度出席しまして、財源として確かに貴重な財源ではあるのですけども、町の立場

として健康増進という大きな問題があるので、そういう部分に関して今後見直していかなけれ

ばならないというお話も協議会の方にしてございます。そういうことから、この扱いについて

は、今委員おっしゃったようなことを踏まえて協議会の方と協議していきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 31 ページの収納事務で伺いたいのですが、先ほど町長の報告の中にも

ありましたけれども、上下水道をコンビニで収納というか納める業務をやっているということ

なのですが、そのことによって成果というのはどのように捉えているのか。それともう１点は、

これ全体に係ると思ったのでここで言ったのですけど、上下水道で本当は聞けば良かったので

すけど。というのは何故かというと、その成果を踏まえて、ほかの方のものの収納にコンビニ

を使っていく考えがあるのかどうなのかということが１点と。 

それから、収納率の向上を図るためには、預金引き落としということも大きな課題の一つだ

と思うのです。その方の両方の絡めというのか、預金からの引き落としの目標みたいのはきち

っと持っていられるのかどうなのか、そのための働きかけはしているのかどうなのか、それと

同時に利便性とサービスの向上ということでコンビニの収納の枠を広げていく考えがあるのか

どうなのか、その点について伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 辻税務課長。 

○税務課長（辻 昌秀君） まず、コンビニの収納ですけども、町税についてはまだ実施して

ないということでございます。課題であるという過去の捉え方の中で、事務担当の中で検討し

ています。水道料とかしていますけど、町税の関してはやってないということでございます。

それで、コンビニを活用する場合、やはりいろいろなシステム変更等、かなり多額な経費がか

かってくると。そういう部分の経費の問題。また、24 時間コンビニで納入出来るというのが一

つのメリットかと思いますけれども、現在月末の一定期間夜間窓口ということで、７時まで対

応してございます。また、２ヶ月に一回、定期的に休日について窓口を開設し、そして平日に

納められないという人の対応も行っておりますので、ここの部分はやはり経費との兼ね合いの

中で、今後実施に踏み切るかどうというのを検討していかなければならないのかなと思ってお

ります。それと、口座振替の方でございますけど、私共もこれは非常に大事なことということ

で捉えて、機会あるごとにいろんな機会に呼びかけをしてございます。最近、なかなか一気に
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率が上がらないという状況はございますけども、これについては重点的に取り組んでいかなけ

ればならないと、そういう押えの中で機会ある毎ごとに広報等も含めましてＰＲしてまいりた

いと思います。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。６番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 33 ページの特定事務委託事業経費についてお聞きしたいと思います

が、ここに図が出ていまして、それぞれの出張所のいろいろな取り扱いの回数、書き込まれて

いるのですけれども、はまなすスポーツセンター。年間の事務の取り扱い量が７件ということ

で、将来的に、16 年度はちょっと分からないのですけれども、このままでいってよろしいのか

どうかということですね。逆に委託料方が高くついて、あそこは萩野が近いということで統合

した方が良いのではないかといいのではないか。町民サービスの面から言うと、本来は置かな

ければならないと思うのですけども、このままでいって良いものかどうか、ちょっとその辺の

お考えをお聞きしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 五十嵐町民課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君） 特定事務の委託事業の関係で、特に出張所等はそこに取り扱い

等ございます。ただ、問題は今お話がありますはまなすスポーツセンターの件、これは昨年か

らも議論等がありまして、確かに経費の方が多くかかっている状況でございます。７件取り扱

い件数ございますけども、７件の方が、平たく言うとご利用していただいているというか、そ

ういう面では確かに町民サービスとしては７件と言いながらも効果はあるというふうに押えて

いますけれども。ただ、これはずっと恒久的に続くのか、続けて良いのかという、ここら辺の

議論はあります。それは確かでございます。我々の方も、機械のリース等の期間ございます。

これらも考えて、リース期間の満了時にはある程度整理していった方が良いだろうというふう

に、我々事務方では考えております。ただ、先ほどもお話しましたように、７件と言いながら

も町民サービスの面もありますので、ここら辺ははまなすスポーツセンターにも、いろいろこ

ういうことをやっていますよというＰＲの用紙類きちっと掲載して利用していただきたいとい

うお話はさせていただいていますけども、なかなか７件という件数がちょっと確かにご指摘の

とおりだと思います。ただ、今お話したように、機械のリースの満了期間と合わせてそれらの

整理をしたいなというふうに担当では考えてございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 暫時、休憩をいたします。 

休憩 午後 ２時０５分 

  

再開 午後 ２時１５分 

○委員長（及川 保君） 委員会を再開いたします。３款民生費に入ります。 

38 ページ、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費から 45 ページ、２目老人福祉費まで。決

算書については 103 ページから 106 ページです。 

質疑のありますは方どうぞ。ございませんね。 

それでは、次へ進みます。45 ページ、３目身体障害者福祉費から 52 ページ、９目ウタリ住
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宅新築資金等貸付事業費まで。決算書は 105 ページから 110 ページでございます。 

質疑のあります方はどうぞ。ございませんか。 

それでは、次に入ります。52 ページ、２項児童福祉費、１目児童福祉費総務費から、60 ペ

ージ、６目児童館費まで。決算書は 109 ページから 114 ページでございます。 

質疑のあります方はどうぞ。ございませんか。４番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） 53 ページの（２）の児童手当給付費なのですが、私の記憶では平成

16 年度の後半だったと思うのですが、支給年齢の拡大ということで、それまで６歳児までだっ

たやつが、小学校３年生までだしたか、対象が拡大しまして、当初予算で見ますと、前年度の

3,525 万 7,000 円ですか。前年度に比べて増だったんですが、決算を見ますと、前年度と比べ

ても 200 万位減になったのですが、支給年齢が拡大したということで、予算が増えたにも係ら

ず、そのような結果になったということは、どういうことなのかということを一つ聞きたいの

ですが。 

それと、これも次の 54 ページなのですが、町立保育園の運営経費。これは確認したいので

すけども、これも 1,400 万位減になっているのですが、単に入所される幼児さんの数が減った

という原因だけのことなのかどうかということを確認したいと思います。それと、この特定財

源の内訳の中で、諸収入で保育園の広域入所受託事業収入が前年度は 89 万 9,400円のやつが、

299 万 5,470 円大幅に増えているのですが、他の市町の契約している市町から白老町に入所さ

れている方の増と思うのですが、それで良いのかどうかということと、白老町から契約してい

る他市町にどの位入所されているのか分かれば、お知らせいただきたいと思います。 

もう一つあります。次のページ。55 ページの（５）のことなのですが、緑丘保育園の修繕補

助事業なのですが、これもいつかの時点で、この話をして、建物が譲渡出来ないかというお話

をしたのですが、検討するというようなお話だったような気がしたのですが、その後どういう

ふうになっているかということを、もし分かればお話いただきたいと思うのですが。 

○委員長（及川 保君） 五十嵐町民課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君） 16 年度と比較して 17 年度の決算とあまり差が無いのでないの

かというお話かと思いますけども、そういうことで捉えてよろしいでしょうか。確かに、16 年

度制度改正が途中で補正予算を組んだと私も記憶しているのですけども、ただ、いわゆる制度

改正等はございませんので、予算上は当初予算で補修予算と比較しますと 3,500 万位確か伸ば

しているかと思います。決算上からすると、8,000 万以上の数字は今出ていますので、特別い

わゆる予算を増額したにも係らず、そのあと比較して動きは無いのではないかというふうに、

私の方では捉えてないのですけども、もう一度ちょっと整理をさせてもらいたいと思います。

後ほどお答えしたいと思いますけども。ちょっと保留させていただければと思います。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 保育園の関係です。全体的に 1,400 万円位減になっているが、

入所数の減なのかということですが、全体的に子どもの数が減ってきておりますので、それに

伴っての金額の減ということです。それから、広域の保育所受託事業の収入が前年度に比べて
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高くなっているがということですが、これにつきましては今手元にはっきりと前年度何名とい

うのが無いのですが、これの場合には児童数だけではなくて、受け入れ先の定員ですとか、職

員数ですとか、そういうようないろいろな細かい基準があるのですね。それに基づきまして、

算定をしておりますので一概に児童数が増えたからとだけは言えないのですが、人数の増とそ

れに伴う入所の基準の金額の増ということになります。それから、他市町へ白老町から入所し

ているお子さんはいないのかということなのですが、これにつきましては、今の所、１７年度

は０です。 

それと、緑丘保育園の建物の譲渡についてということなのですが、これにつきましては、建

物の譲渡はもうされているというふうに。以上です。 

○委員長（及川 保君） ４番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） すいません、勘違いでした。緑丘保育園の修繕の話は、私の勘違いだ

と思います。それで、１点目の児童手当の給付費なのですが、これは平成 16 年度の決算の数

字から見ても、1,600 万位多いのですよ、平成 17 年度の予算が。そういう状況の中で、もし今、

課長がおっしゃったように平成 16 年度は制度が変ったので、17 年度の中での制度の変更がな

いので、そんなに差異はないというお話をされたのですが、1,400 万位減になってましたもの

ですから、その要因というのでしょうか、原因はなんだったのかなというふうなことをお聞き

したつもりでした。それは、後でまたお願いします。２番目の町立保育園の運営経費につきま

しては分かりました。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） ここの所で子ども課についてお伺いしたいと思います。平成 17 年度

５月から子ども課が設置されまして、近隣市町村が白老町で初めて本格的な子ども課を作られ

たということで、私も他の町村に行きまして、非常に高い評価をいただいております。これは、

非常に画期的なことだということで評価いただいているのですけれども、実際に約１年間やっ

てらっしゃって、どのような効果があり、住民の福祉にどのような寄与をしたのか、もし具体

的な点とか主なものがありましたら教えていただければと思います。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 子ども課を設置いたしまして１年数ヶ月が過ぎました。効果と

いうことなのですが、ある程度、子どもに関する情報、それから業務についてもまとめたとい

うことから、同じ子どもに係るいろいろな視点の業務が連携を取れるようになってきた。例え

ば保育園、それから幼稚園、それから学校等のつながりですとか、それから児童虐待等につき

ましても。一カ所の所で保育園も、ある程度幼稚園の情報も、それから学校の情報もあること

によって、一つどこからか相談が来た場合には、直ぐ情報が収集でき、それからスタッフが集

まって、どういう形でその子ども達を支援していくかという、その辺の連携が取れるとように

なってきたというふうに思っております。１年経って、どれ位の大きさというのは、まだまだ

これから未知数かと思っていますが、実際にスタッフとして進めている側といたしましては、

子どもの姿が見えるようになってきたというのと、これからの課題として保護者、家庭での係
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わり合いをもっと強く進めていくには、どういう役割を果たしていくのかという所が、今課題

として思っていながら進めている所です。 

○委員長（及川 保君） ７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） それでは、教育長か助役どちらかでも結構なのですけれども、子ども

課が１年経ちまして、様々な課題がまだ山積しているのではないかなと思います。17 年度決算

におきまして、見えてきた課題とか、そういうものがありまして、また１年間やってみて、こ

れからもどのような形でやったらいいのかというのが見えてきたと思うのですけど、１年間や

ってみての総括等というか、そういうものがあったら教えていただければと思います。 

○委員長（及川 保君） 山崎教育長。 

○教育長（山崎宏一君） 今、子ども課長の方からお話あったとおりではございますけれども、

１年数ヶ月経ったわけでございますけれども、同じような答えになるかと思いますけど、やは

りいろいろ子育てに関するネットワークづくりが徐々に出来ているというのと、先ほども話し

たとおり、やはり子どもの虐待関係も保育所が教育委員会で管轄している、また学校も管轄し

ているという中で、やはりその辺の連携が、各担当者との連携がスムーズになってきていると

いう状況でございます。しかし、まだ１年数ヶ月経って、まだまだこれから課題は山積してい

るというふうに思います。ですから、いろいろ子育て支援、家庭教育も含めて、これからが正

念場だなというふうに考えております。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） 12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 53 ページの児童扶養手当制度のことについてお伺いしたいのですが、

ここを読んでいて納得出来なかったというか、どうしてこういうことになるのかなと思って、

ちょっと伺いたいのですが。支給対象として父と生計を同じくしない 18 歳未満の児童、また

は父が重度の障害にある児童ということで、もちろんこれは母子の場合は所得制限もあってと

いうことは分かるのですが、何故、父親と一緒だと所得制限設けられるのは分かるのですが、

対象外になるのかということ、その辺どうなのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 五十嵐町民課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君） これは、予算上は私たちの所には出てきてないのですけども、

ただ経由進達する等がうちの方の事務として残っています。これは、父親と生計同じくしない

というのは、言い方悪いですけど、母子家庭で、もっと言い方すると別々のきちっと２軒の家

に住んでいるよと。どっちかから生活扶助、例えば住宅提供してもらっているとか、そういう

場合は該当しませんよと。平たく言うとそういうことなのです。父と生計を同一しないという

のは、そういうことで、私たちは解釈しているのですけども。ですから今、道は国からそうい

う制度ではまずいですよと。きちっとしなさいということで指導を受けているはずなのです。

今までだと、きちっと同居しているかどうかという資料を添付、あるいは確認等をしないまま、

いわゆる扶助費を出していたという状況はございますけども、基本的には国の方の方針からす

ると、生計を一にしてない、補助等は受けていませんよと、生活のための補助は受けていませ

んよということをきちっとさせると。それが建前になっていますから、そういうことでこの表
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現がされているというふうに我々は思っています。 

○委員（吉田和子君） 父子家庭の場合は、対象外ということですか。 

○町民課長（五十嵐則夫君） それは、ひとり親の方で当然出てまいります。当然、ひとり親

の医療費は、医療費としてはなりますし、父子家庭の場合も当然該当します。いわゆる母子家

庭じゃなくて父子家庭です。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。ございませんね。 

それでは４款、環境衛生費に入ります。61 ページ、１項保健衛生費、１目地域保健費から

68 ページ、２項環境衛生費、１目環境衛生諸費まで。決算書は 113 ページから 118 ページで

ございます。 

質疑のあります方はどうぞ。14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 64 ページの、町民安心カルテの関係で、ちょっとお尋ねをいたしたい

と思います。３万 1,752 円という内容なのですけれども、個人保護法との関係等いろいろあり

まして、このときに随分、議論があったと思うのです。ただ、町長の執行方針の中に、緊急時

等に迅速かつ適切に対応していくネットワーク化を進めていく中、当面の取り組みとして町民

安心感を持っていただく仮称町民安心カードの作成に取り組んでまいりますと、こうあるので

す。個人保護法との関係で、町長が鳴り物入りと言ったらおかしいですけど、政策に掲げてや

ったわけですね。それが、この年の対象者と実際に作られた数。その後の数、分かっているか

ら良いですけど、この年。その効果が、町政執行方針の中で言われているようなことになって

いるというように考えられているかどうか、評価を考えられているかどうか、その点お尋ねを

したいと思います。 

○委員長（及川 保君） 山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） まず、安心カルテになっていますが、安心カードということ

で、名称が変更になって、執行方針もそのようになっていると思いますが、この当時は安心カ

ルテという名称を使っておりましたので、そのとおり掲載させていただいてございます。まず、

安心カードの関係、対象を初年度につきましては高齢者という形で、それも一人暮らしのお年

寄りと夫婦でも病弱という方を対象としています。17 年度につきましては、その準備段階でい

っておりまして、18 年度の発行を加えております。先般の本会議におきましても、157 件ほど

出しています。こういうふうにお話をさせていただいております。それで、高齢者の全体人口

が 5,600 人程でございますが、そうしますと、そのうちの目標を発行 300 件というふうに押え

ています。大体それは１割程度というような押さえになっておりますが、その中で現在目的は

何かと言いますと、例えば旅先でありますとか、それから町外に緊急に心臓発作を起こして倒

れましたとか、それから交通事故に遭いましたよということで、身元が何も証明するものがな

いという場合について、安心カードを持っていただくという形に想定をしております。その安

心カードから警察、それから消防から問い合わせた場合につきましては、ご家族の方にうちで

預かった情報に基づきまして、緊急の連絡をさせていただきたいと、こういう形の中でスター

トを切ってございます。その中で、幸いにも現在まで事故に遭いましたとか、病気に突然なり
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ましたという対象者がいないということでございますので、そういう意味では使わなくて幸い

なのかなというふうに思ってございます。そんなことで、ご理解をお願いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 説明は良く分かりました。そのとおりだと思います。ただ、私が感じ

ていたのは、当初これが政策化される段階で、もっと突っ込んだデータ。そして、それを持っ

ていることによって今は旅先云々という話ありました。私は、白老町の中でもっともっと使わ

れる中身だというふうに、実は理解していたように気がするのです、初めは。それが、こうい

うふうに政策的には書いていますけど、そういう中身で、政策化をしてやっていく中身の価値

があるのかというぐらいの、私はちょっと感じを持っているのです、実を言えば。それが、全

町民 65 歳なら 65 歳の単身者でもいいですけども、そういうお年寄りの方が白老町で何かこと

があったときに全て使えるというような印象を持っていたのです、実を言えば。もちろん、個

人保護法との関係で変更せざるを得なかったという部分だとか、いろんなことあるかと思いま

すよ。しかし、それから政策変更がされたような気がしてないのです、僕は。そこら辺は、ど

う感じていますかと言ったらおかしいけど、なぜ聞くかと言ったら、これもっと僕は大きく活

かせる中身の問題じゃないのかなと思うのだけど。 

○委員長（及川 保君） 山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） お答えしたいと思いますが、当時、町長が選挙公約の中でお

話をされ、そして担当参事を設けて、この部分の研究をした所であります。最初の持っていた

イメージというのは、大渕委員おっしゃったとおりのイメージだったというふうに思います。

その間、担当参事等関係者で視察研修を行ったと。岡山の方行っておりますが、その時にご報

告したと思いますが、いわゆる電子カルテなるものと連動しながら町民の健康管理含めて活用

していった方が良いのではないかという話を当初してされておりまして、視察の結果、実際に

先進地でやられているものについては、総務省のモデル地域で行っていたわけでございますが、

実際的には活用されなかったと、こういう状況ございます。このときにかかった費用が数千万

円というふうに聞いてございます。従いまして、そういう意味からすると、これから先、電子

カルテは徐々にではありますが普及してくると思いますが、現在においては、時期尚早なのか

なというふうに思います。当然のことながら、カルテを出していくとなりますと、その個人の

いわゆる健康、病気含めての個人情報がかなり出てきますので、相当のものを了解事項として

とっていかなければならないだろうというふうに思いますし、その辺での時代的には、まだち

ょっと様子先を見越して、その部分についての対応を考えていかなければならないのかなとい

うふうには考えてございます。 

○委員長（及川 保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） そこの部分、分かりました。私ちょっと助役にお尋ねしたいのだけど。

ということは、確かに沢内村から始まったそういうものが、非常に活きた時代が、そのときは

失敗したかどうかどうか記憶正確でないけど、活きた時代があったことは確かなのです、そう

いう電子カルテではなくて、カード化して持つということについて言えば。それは、白老町で
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も一時検討して入ったかどうか分からないけど、かなり検討してやられましたよね。それが、

個人保護法の関係でこうなってきたというのは理解したのです今、課長の説明で。この 17 年

度にも、町民に安心感を持っていただく。それは対象者の 10 分の１の安心感で政策化したの

か、全体の状況で政策化するのかという問題があると思うのです。そういう点で言えば、１７

年度の方針の中に、こういうふうに書かれている、これはやっぱり、そういうふうに担当が考

えた時点で変更すべき内容でないのかなと、私は思うのですよ。このことを。対象はもっと広

かったら良いのだけども、極めて狭くなってきている。そして、それが例えば主だったものが

町外に出たときの使用方法。もちろん、町内でも同じでしょうけれども。ただ、それくらいの

対象者しかないということに対して違う政策を考えるべきでないのかなと思うのですよ。だか

ら、ここにこういうふうに書いてあるから、僕は聞いているのだけれども、そこら辺はどうで

すか。 

○委員長（及川 保君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） 確かに今の件につきましては、町長の政策としてかなり大きな位置

付けの中で動き出した政策でございます。経過につきましては今、山口課長の方から説明した

とおりでありますけれども、ただ言えますことは、当面ということで 300 名いうふうにと申し

上げておりますけども、ここで止めるということではなくて、これは普段の努力の中で充実し

ていきたいという思いはございます。今も 65 歳以上の高齢者の独居世帯を中心に回ってござ

いますが、そういうときにはＰＲするようにしていますけども、ただ現場の声を聞きますと、

なかなかやはり受ける方が必要性を感じていないとうんでしょうか、そういうことでいろんな

自分のことが分かってしまうということで拒否反応を示していらっしゃるという、なかなか進

まない現状ということで聞いていますけれども、それは普段の努力の中で確実に増やす方法を

考えていかなければならないなというふうに思っています。それともう１点、カードの電子化

の部分なのですけれども、これも前から中でも議論ありましたし、議員さんからも一部ご提案

なんかもございましたけども、住基カードと言うのでしょうか。ああいうものを活用していけ

ば、経費という面ではあまりかからないで出来るような気もしますけども、ただ何と言っても

その根っこにあるのは個人情報の保護というのがネックになっているのかなと、このように思

います。執行方針で、そういうふうに大きく言っていて、一つの政策転換でないかというご指

摘だと思うのですが、決して私共は政策転換というふうには考えてございません。まず、出来

る分から手をつけていって、このカードが出来るだけ高齢者の方々にも理解していただいて、

ぜひそういうようなものを作ってみたいということで、今後とも最大限の努力をしていくこと

が私共の責務だというふうに考えていますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 62 ページ。各種検診の所なのですが、先年の受診数と比較してみて、

結核検診だとか、肺がん検診が大幅に減数になっている。生活習慣病なんかもかなり大幅に減

っているのですけども、それは何か理由があるのかどうなのか、その辺を一つ伺いたいという

こと、それから次、行きます。67 ページの不法投棄のごみ回収の問題ですが、委託料、ほぼ
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43 万の委託料あげているのですが、昨年は 32 万、大幅に上がっているわけですよね。そうし

ますと、これだけ不法投棄の状況が良くないのかなという感じがするんですけども、相当不法

投棄につきましては、神経尖らせて対策考えているのは良く分かっているのですが、その対策

の効果がないのかどうなのか、あがっているのかどうなのか、その辺伺いたいということ。 

もう１点だけ。その下のアスベスト対策の問題ですが、アスベスト対策、一時騒いだときに、

白老で２件か３件あったことがあるわけですけど。特にそのうちの緑丘保育所、子ども相手で

すから、その後の対策というのがどんなふうに経過しているのか、それらを伺いたいと思いま

す。 

○委員長（及川 保君） 山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） まず、結核と肺がん検診の関係でございますが、以前にご説

明したとおりだと思うのですが、平成 17 年度に結核予防法の改正がございました。この中身

というのは、65 歳以上につきましては、結核が多いということで肺がんの方から結核の方に移

ったということでございます。従いまして、結核の検診数は 16 年度から 17 年度については

56 人から 694 人というふうに伸びているというのは、こういう理由によるものでございます。

従いまして、レントゲンで検診をしますので、65 歳以上につきましては結核の検診をしながら、

肺がんの方も合わせて診るという、こういう形になってございますのでご理解をお願いしたい

というふうに思います。ですから、65 歳以上は結核の方で診るのです。64 歳までが肺がんの

方で診る。こういうことですから、ご理解をお願いいたします。それから続きまして、生活習

慣病の個別方式での検診の関係でございますが、16 年度から 17 年度、実は減ってございます。

この傾向見ますと、その前の５年位遡って見てみますと、１年おきに波があるという、こうい

う状況でございます。従いまして、例えば 17 年度減りまして、16 年度多くなりまして、15 年

度が少なくて、14 年度が若干多いですよということで、２年に一度波を打っているような状況

も見受けられる。手法としては、個別に 40 歳になりましたら、検診を受けましょうと、通知

でありますとか、検診のチラシ配布等々、手法的には同じなのですが、傾向としては波を打つ

傾向があります。ただ、いずれにしても毎年、右肩上がりにするような努力はしていきたいな

と思ってございます。 

○委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君） 不法投棄の関係でございます。不法投棄につきましては、量

的には 17 年度の回収６万 9,000 トン、約７万トンなのですけども、回収してございます。16

年度は５万 4,000 トン位なのです。昨年はかなり細目に運んで、要するに片づけないと次から

次とまた投げられるという実態がございまして、出来るだけ早い時期に処理しようというよう

なことです。傾向的には、一般的なごみは今のような状況でございますけども、テレビなんか

が非常に、要するに家電類、これが最近ではすごく増えているという実体がございます。そう

いうようなことがあって、昨年町内会連合会なんかでも、まちづくり懇談会で全町的にどうい

う対応するかというようなことで、あわせてやって、題材に取り上げて議論した経緯がござい

ます。そういうことだとか、ごみの減量の基本計画だとか環境基本計画、そういう中には、こ
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の不法投棄にはかなり重きを置いております。そういう中で、今年度民間の方に現在４３名な

のですけども、監視員として登録していただいて、早期発見という形で今活動していただいて

おりまして、そういう不法投棄の所を見かけたら、うちの方に連絡いただいて、それも投げら

れにくい環境を作るという意味で、常時うちの指導員によって回収したり、それで追いつかな

い部分については委託して回収していただいているという、こういう状況にございます。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 緑丘保育園のアスベストの関係です。これにつきましては、昨

年一部封じ込めをいたしまして、検査を２回行っております。数値としては、基準以下という

ことで昨年検査を終えております。ですが、実際に取り除いているわけではないものですから、

定期的な検査というものは必要になってくるというふうに押えております。今後、保育園の方

と協議をしていきたいと思っております。 

○委員長（及川 保君） 13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 検診につきましては、良く分かりました。ただ、年ごとに波を打つと

いうのは、これは１回やれば安心して、そういうことというのは起きるのかなという。それは、

波を打つというのは他の検診も全部含めて、そういう傾向というのはあるのかどうなのか。実

際には生活習慣病、今年度の話になって恐縮ですけども、それらを重点的にやろうというわけ

ですから、そういう所が克服出来る様な対策になっているのかどうなのか、そのあたり伺いた

いなというふうに思います。 

それから、ごみの問題なのですが、ごみは実際に草刈したり、その人達がごみを年に何回と

処理をしながら、人目につかない所の拾ったばかりの１週間も経たないうちに、また元に戻っ

ている、人目につかない所はもうやりたくないと思われるほど投げている所もあって大変だな

という話を良くしているわけですけども。投げにくい環境を作るということでは、監視員を増

やすということも必要ですけども、看板が凄く小さくて見えないのではないかと。かなりおと

なしく看板が立っているのではないかと。もっと投げちゃ駄目ですよということを、はっきり

分かる大きな看板をもう少し大量に増やすべきじゃないのかなという話が出ているのですけど。

そういうような対策が取れないかどうなのか。これ以上は無理なのかどうなのか、その当たり。

実際に現地で働いている人が、やっぱり看板がもっと欲しいなということを言っているのです

が、そのあたりどうなのかという問題ですね。 

それから、アスベストの問題は蓋を占めてしまってということは良く分かったのですけども。

年２回検査をして異常がないということで、ひとまず安心なのでしょうけども、やっぱり前に

も話ししたとおり、劣化していく中で、ただふさいだから大丈夫だという目に見えないものだ

けに、すごく怖い感じがするのですよね。ですから、後々金のかかることですから、時間かか

るのかもしれないですけど、いつごろまでにそういうことが出来るのか、はっきり目途を立て

て永久に取ってしまうというようなことが可能にしていかなければならないのではないかとい

うふうに思うのですけれども、そのあたりについて見解を伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 山口健康福祉課長。 
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○健康福祉課長（山口和雄君） 検診の人数の関係でございますが、総体的に言いますと、が

ん検診の方は検診率は上がってきているという、こういう形になります。ただ、さきほど言い

ました、基本検診の方がちょっと波を打っている傾向なのかなということでございます。その

中で、がん検診の制度が変わって、子宮がんだとかありますが、これは人数は総体的に２年に

１度になりましたので減っていますけども、基本的には総体的にはがん検診の方が伸びている

ということでございます。ただ、先般の一般質問にもお答えしたのですが、今年についても基

本検診のみが若干減り傾向だということを申し上げておりますが、その部分につきましては、

これから秋の部分がございますので、その部分で受診率を上げるような対策を講じていきたい

というふうに思っております。それにつきましては、国保とも連携をしながら、国保の方の名

簿をいただきながら若い人達を目標としながら受診率を上げていきたいというふうに考えてご

ざいます。 

○委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君） 不法投棄防止の看板の問題でございます。一つには、要望に

応じて看板を付けるということは、やぶさかではないのです。ただ、それが逆に見栄えが悪い

という、たくさんありすぎて、また、逆の意味での見栄えが悪いということになったり。もう

一つ、ずっと看板あちこち投げられる所には立てている分あります。その看板の下に投げられ

るという、これも実体としてはあるわけです。もう一つ、投げに入る道なんかをふさぐという

ことも実際にはやってございます。ただ、道をふさぐということになれば、公道はまず無理で

ございますけども、個人の自分の土地に入る道をふさぐとうことをやっているのですが、勝手

にやるわけにはいかないのですね。やはり、地権者に承諾を得てやるということは、年に何ヶ

所かやっているのですけども、なかなか理解を得てもらえないというのが実体なのですね。ご

みは投げて欲しくない、片付けて欲しい、これと道はふさぎたくないと、こういうようなこと

があるものですから、それであれば管理者責任でやってくださいという、こういうようなお願

いもしているのですけも、実体としてはなかなか手をこまねくような実体でございまして、今

言われる看板をということであれば、有効な場所でというようなことであれば、うちの方も対

処していきたいというふうには考えてございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） アスベストにつきましては、完全に取り除いてしまうのがベス

トであるということは十分理解しております。ただ、今現状の中で封じ込めをして検査の中で

数値が基準以下という状況にあるものですから、当分の間につきましては、検査を通して状況

を見ていきたいというふうに考えております。建物も段々老朽化をもちろんしてくるというふ

うに思っておりますので、その辺で建物とも状況を見ながら今後は検討していきたいと考えて

おります。 

○委員長（及川 保君） 12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 環境のことについて伺いたいと思います。環境基本計画が町長の執行

方針では 17 年度の７月頃という予定だったのですが、18 年の１月に策定されました。その中
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に、この町長の執行方針の中にもあるのですが、この基本計画を町民事業者、行政が一体とな

って推進するため、仮称環境町民会議の設置をするというふうになっておりますが、この設置

はされたのかどうなのか。それともう１点、ごみ処理基本計画を改定するということで、これ

も確か 18 年の３月に出来上がったと思うのですが、この後、自然環境や生活環境における環

境負荷を軽減するため、省エネルギーや新エネルギー等の普及を目指す、地球温暖化対策実行

計画の策定をするという、今回の環境基本条例と環境基本計画に基づいて計画は次々と予定さ

れているのですが、この計画の進捗状況というのはどのようになっているのか伺いたいと思い

ます。 

○委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君） 環境基本計画における重点事業５つございまして、町民会議

の関係でございますけども。町連合さんの方とも協議させていただいているのですけども、な

なかなか話がまとまらないと言いますか、全国的に見ても、今考えているような町民会議とい

うのは無いのですね。どのような形で進めるのか、どういうことを意識した方が良いのかとい

うことの、もう少し時間をかけた中で、似たようなこともございまして、そういう所の実体な

んかも研究させて頂いたりして進めたいなと、こういうふうに思ってございます。これと同じ

く、ごみ処理基本計画の中でも、環境基本計画の中ででも、温暖化計画につきましても、実態

としては進んでございませんけども、今、夏場というのはどうしてもうちの課、手回らないく

らい忙しい状況になっていまして、このあと取り掛かっていくというふうに、計画的に計画を

作っていくというふうに考えてございます。 

○委員長（及川 保君） 12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 少ない職員の中で、計画が次々と作られなければならないという、大

変忙しい中での仕事だと思うのですが、せっかく皆さんの力を借りて出来た基本計画、これを

推進していくためのものが出来上がらないと計画が宙に浮いちゃったような形になるのではな

いかというふうに思うのですね。この件は、民生常任委員会やったときの、大分前にも早く設

置するべきだということで、そのときも同じ答弁だったような気がするのですが、やっぱり町

連合との話が進まないということだったのですが、これは早急にやっていかなければ、せっか

く出来た計画、これも半年遅れで出来ましたよね。７月でしたから、本当は 17 年の。それが、

18 年の１月までずれ込みましたので、かなり遅れてきているということで、環境問題というの

は、毎日が環境問題というのは進んでいるわけですから、そのことをやっていくための計画で

あり、それを進めるための会議を設けるということだったと思うんですね。そういう意味では、

他のグループの応援ももらえるかどうか分かりませんけれども、本当に１課だけで出来るよう

なことではないとは思います。他グループのいろんな力を借りながら、知恵を借りながら、１

日も早く実施していくべきではないかなというふうに思いますけれども、もう一回伺いたいと

思います。 

○委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君） 私共の方もそのように考えております。ただ、今言ったよう
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に、基本計画全く進めていないということではなくて、ほとんどの中身は４次の総合計画の中

に入っていまして、それと連動させているということでございまして、ただ、今の五つの重点

項目の中の不法投棄対策は、今年重点的に進めさせていただいていますけども、これは町民会

議という大きい部分につきましては、もう少し議論した中で実行性の上がるもの、ただ作れば

良いということではなくて、実行性が上がるということを１番に考えまして進めていきたいと

いうふうに考えてございます。 

○委員長（及川 保君） 16 番、谷内勉委員。 

○委員（谷内 勉君） ページは 62 から 64 までということでございます。先ほど、生活習慣

病について、内容、状況は分かったのですけども、63 ページでは、生活習慣病の保健指導、こ

れが 1,514 名受けていると。それと次のページには、生活習慣見直しの講座、209 名受けて 13

回行っているというようなことで、非常に努力されているというのは分かりました。ですから、

今後こういうような傾向をやっていくのか、この辺のとこをもう１点確認したいと思います。

それと、生活習慣病の検診の内容、これについて１つ教えていただきたいと思います。以上で

ございます。 

○委員長（及川 保君） 山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） まず、基本検診でございますので、一般的にこの中身につい

ては血液検査とレントゲンとそれから心電図。これが一般的な検診でございます。蛇足になり

ますが、総合検診というのががん検診を含めてやっていると、こういう状態でございますので、

ご理解をお願いいたします。それから、健康づくりの中で生活習慣見直し講座というのを始め

ています。実質的に初めて始めた事業でございまして、これは今年の方に引き継がれまして、

３連携の中に国保のヘルスアップ事業を今年 30 名やりますよという、こういう形になります

が、それの前段階として初めて試みた事業でございます。ただ、検診に何らかの支障があった

方を対象としながら去年進めておりますが、ヘルスアップ事業と違いますのは、個別の検診を

更に追加してやっていない所がございます。従いまして、事後の評価という部分で、去年やっ

ているのがちょっと十分ではなかったということがあります。それを、さらにグレードを上げ

てきているのが国保ヘルスアップ事業という中でやっていこうというふうに思います。そのほ

かも講習等につきましては、それぞれ引き続きやっていこうというふうに思ってございます。 

○委員長（及川 保君） それでは暫時、休憩します。 

休憩 午後 ３時０９分 

   

再開 午後 ３時２４分 

○委員長（及川 保君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。答弁保留がありましたね。五

十嵐町民課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君） 鈴木委員の答弁に対して、答弁保留がございましたので、答弁

させていただきたいと思います。児童手当の関係で、決算と予算の関係で、結構差があるとか、

あるいは 16 年度との決算で 17 年度の決算、ここら辺でも 200 万位の減少が見られるけれども、
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それは原因等はというお話だったと思います。それで、17 年度当初予算では 9,400 万位の予算

計上させていただきまして、前年比で3,500 万位の増となっております。ただ、補正予算で1,300

万位の減少というか、減額をいたしまして、それで、決算上で 8,100 万近くということでござ

います。16 年度決算も 8,300 万位の数字でございますけども、差の減少の原因というか、これ

らの関係ですけれども、17 年度当初予算で１万 5,872 人の延べ人数ですけども、予算を計上い

たしました。積算いたしました。結果として 17 年度決算では１万 3,742 人でございます。そ

れらが大幅に減少してございます。それと、16 年度との比較でございますけども、16 年度は

１万 4,045 人の延べ人数でございます、決算上です。303 人程の減少でございます。これらの

減少の主な原因としては、保護者の中で厚生年金加入者が結構いたということで、270 人位の

減少でございます。それから、所得制限あるいは転出等で 33 人位の減少があるということで、

そういう状況だということで、お答えしたいと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） それでは、68 ページ、２目公害対策費から 73 ページ、５項上水道

費、１目上水道施設費まで。117 ページから 122 ページまでございます。 

質疑のあります方はどうぞ。19 番、根本道明委員。 

○委員（根本道明君） 70 ページの真ん中、委託料 538 万 8,144 円。これはどのような形で

使われているのか、ちょっと教えていただきます。 

○委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君） ゴミ袋の保管と交付手数料の委託でございますけれども、一

つはゴミ袋は、町内の事業者に袋を作っていただいて、そこにそのまま保管しいただいて、各

取扱店から無くなりましたという連絡がそこに行きます。それに基づいて、補給していただく

というか、持って行ってもらうと、こういうようなことの委託料でございます。それともう一

つは、418 万 9,570 円の手数料ですけども、これは各取扱店に対するごみ袋の取扱料。これは、

一旦ごみ料金を全額町の方に納めていただいて、その枚数に対する分だけ、うちの方からまた

お支払いするという、こういう形で事務を進めてございます。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

次、移ります。５款労働費、６款農林水産業費に入ります。74 ページから 84 ページまでの

労働費及び農林水産費全般についてまで。決算書は 121 ページから 128 ページです。 

質疑のあります方はどうぞ。７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 84 ページの漁業専門員推進事業なのですけれども、これについての効

果とか、そういうものありましたら教えていただければと思います。 

○委員長（及川 保君） 堀江水産港湾課長。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） ただ今のご質問ですけども、漁業専門員につきましては、確

か６月の議会だったと思いますけども、17 年度いっぱいで辞めていただいたということで、効

果ということなのですけども、まだ白老に初めて来たということもあって、まず地元の漁業の

実態を良く分かってもらおうと、そういうことで１年間やっていただくということになってお

りましてけども、体調等の問題もあって辞めていただいたということでございます。以上です。  
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〔「効果について」と呼ぶ者あり〕 

○水産港湾課長（堀江 寛君） 今申しましたように、特にいろんなことをやっていただくと

いうよりも、白老の漁業の実態、海域の状況、漁業の状況を１年間いろいろ検証してもらおう

ということで、例えば人口リーフなんかどういうふうに活用するかと、そういう調査の段階で

１年間経過して辞めたということになりましたので、特に効果という点ではまだ出ておりませ

ん。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） ７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） これは、白老と登別の両方の市で共同でやりますということで、17 年

度の市政方針の中にも大きく入っていたわけなのですれけど、関係者の方々はこれに対して非

常に期待していたのではないかなと思うのです。それが、結局こういう結果になってしまった

ということで、辞められたということなのですけれども、これは 17 年度いっぱいということ

は 18 年度の３月で辞められたということなのでしょうか。また、この方が在籍した間に、今

ほど検証の段階で辞められましたとおっしゃいましたけど、結局は何もこのような事業を行っ

た上での効果も無くて終わってしまったと理解してよろしいでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 堀江水産港湾課長。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） 17 年度いっぱいで辞めていただいたということで、それで、

当然１年間調査してきた資料等は、我々の方いただいておりますので、引き続き今後、漁業専

門員は必要という考えを持っておりますので、再度また雇用したときに、それらの資料を活か

して、漁業の振興に役立てていきたいというふうに考えております。 

○委員長（及川 保君） ７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 辞められてしまったので、今さら何を言っても仕方ないのかもしれま

せんけれども、やはり辞められるまでの段階で、こちら側としても何か出来なかったのかなと。

今後また、漁業専門員も必要だというお考えがあるようですので、今回は残念な結果に終わっ

たことを踏まえまして、今後そのようなことにならないように、ぜひお願いしたいなと思いま

す。以上です。 

○委員長（及川 保君） 堀江水産港湾課長。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） 健康の問題もあって、我々も非常に残念なのですけど、そう

いった問題があって辞めていただくことになったと。今後においては、そういうことも十分考

えて慎重に人選していきたいというふうに考えております。以上です。 

○委員長（及川 保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今の関係なのですけど、町は観光の問題、漁業の問題、林業の問題、

農業の問題で専門家を入れるということを、きちっと標榜をして、そこでやるんだということ

を言っているのですよ。それで、それは身体の都合とかいろんなことあるでしょう。ただ、人

選がどうだったのか。そことの反省が何なのか。それから、私が伺っている範囲では、何人か

の漁業者に聞きましたけれども、はっきり言えばあまり評価はされていなかったです。そうい

うことをきちっと捉まえていなかったのかどうかということです。辞められた方が良いとか悪
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いとか、僕はそんなこと言っているのではないのです。白老町のお金も入った中で仕事やって

いただいているわけですから、体調悪かったから仕事出来なくて辞めましたよという、そうい

うことじゃないかもしれないけど、そんなことで済むことではないと、僕は思うのです。それ

では、人選をどうやってしって、どういうふうにシビアにやられたのかと、まずそこの点を伺

います。 

○委員長（及川 保君） 堀江水産港湾課長。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） こういう魚業に関する専門員、その前に林業ですとか、町内

で専門の方来られて成功している例がございまして、組合と協議した結果もやはりこういう専

門員はあった方が、当然これから厳しい漁業経営をしていく上には、やはり必要だという、そ

ういうお互いの共通認識の下で、採用をするということになったわけでございますけども、面

接等実施いたしまして、人物評価して、面接だけではなくて、本人の経歴と今までの実績、そ

れらを加味いたしまして採用をしたわけでございますけども、経歴は申し分ないということで、

短い間の面接で全て見抜くということは、なかなか困難だったのかなと、こういうふうに思い

ます。来て、どうも本人がこの気候がどうもちょっとというようなことを言ったのを記憶して

おりまして、それでも一生懸命白老の漁業のためにいろいろ本人なりに努力はしたというふう

に我々は捉えております。残念ながらこういう結果になったのですけども、漁業専門員の必要

性については漁協も行政として我々もまた登別市も必要性は感じておりますので、今後も引き

続き専門員を配置するという考えでいきたいというふうに思っております。以上です。 

○委員長（及川 保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 気持ちは分かりますよ、それが何も駄目だとか、個人がどうのこうの

と言っているわけではないのです。ただ、必要だということで質問でも苫小牧のホッキの例を

挙げて１７年度も質問されているはず、僕もした記憶があります、していると思うのです。専

門員が入って、どれだけの効果を上げるのかということで、それが言えば効果が見られないう

ちに辞められるという、例えば経歴と面接だけだとおっしゃられるんだけれども、役場の職員

の採用だって学校卒業して試験と面接だけで入ってくるわけですよね。少なくても経験のある

方が入っているにも係らず、そういう情報は得られないものなのですか。私言っているのは、

個人がどうとかじゃなくて、入るときのシステムがどうなっているかと。こういう問題という

のは、一般的な試験を受けて入るわけではないでしょう。だから、僕は言っているのです。そ

うでなかったら、町の試験を受けて入ってくるのだったら僕はこんなこと言いません。専門員

という特殊の職員なのだから、ただ単なるきちっとした見方、経験があるからと、それだけで

入れるのかと、そういうことしか見抜ける方法はないのかなというふうに思うのですよ。だか

ら、専門員入れるというのは、例えばＪＴＢの人だって、それだけのキャリアと実力があって、

ＪＴＢにお願いをしてもらったという経過でしょう。そういうものってないのですか、全然。

両漁協さんが良いって言った根拠だとか、町が良いって言った根拠って何かあるのですか。そ

れは何も無くてやっているの。 

○委員長（及川 保君） 煤孫助役。 
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○助役（煤孫正美君） 私の方からお答えしたいと思います。今ご質問の中で、課長が言いま

したように、確かに町の方で面接をしまして、今までの論文等を見まして、やっぱり自分の取

り組みについて私共の方で判断を一つはしました。それともう一つは、以前彼は民間会社にお

られましたので、私の方からその民間会社の方といろいろ彼の性格とか実績とかについてお聞

きしております。その中で、答えもやはり非常に学者タイプであるけども、取り組みについて

は熱心であるというようなお話、そのようなことをトータルしまして、実際は採用したのです

けども、ただ課長が言われるように、はじめのうちは非常に勢力的に取り組んだのですけども、

体力的に耐えられないという状態になってきました。また、やはり漁業関係者との間の中で、

なかなか意思疎通を図れなかったというようなことが、徐々に形として現れてきました。それ

と同時に体調も不調になったのですけども、これについては本人もやはり病院に入ったという

ことで、私共としてはまず足元から大事な漁業振興ですので、やはりそういうようなことで、

治るまで待つという話にはなりませんので、本人にお話して一旦これで身を引いていただくと

いうような形を取りました。ただ、もう一つ、今後については、また改めて漁業専門員を確保

するためにいろんな情報を取って配置をするような考えでおります。 

○委員長（及川 保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 分かりました。この質問は今後のことを言うのではなくて、そういう

今の助役の言われた姿勢だとしたら、前回の教訓をきちっと活かして、しかし今の状況からい

ったら早く入れなきゃ駄目だと思うんですよ。そこは、今までのことは全く別にして、精力的

にきちっとやらないと、そこが切れるということの方が逆に言えば大きなことになります。さ

っきの答弁の中にもあったように、言えば見るべき成果がどういうふうにあったのかというふ

うに見たら、きっちり見たらほとんど無かったというふうにしか聞こえないのですよ、聞いて

いる範囲では。ですから、きちっと次の人を探す、そのことに勢力を作ってきちっとやるとい

う姿勢に前の教訓を活かして立てるのかどうか、そこら辺がやっぱり期限切って入れるだとか、

そういうことまで考えていらっしゃるかどうか、その点だけ。 

○委員長（及川 保君） 煤孫助役。 

○助役（煤孫正美君） 言われるように、前の経過を十分踏まえて、やはりどこまで本人の性

格とまた漁業関係者と意思の疎通が図れるかと、なかなか非常に難しいですけども、やはりそ

の辺のことを今回の失敗と言いますか、今回のことを教訓にして、これから新しい漁業専門員

をまたお願いして振興に努めていきたいというふうに考えています。 

○委員長（及川 保君） 13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 75 ページ。ワークステーションの問題が一つ。17 年度の就職相談が

4,800 件あって、そのうち決まったのが 358。358 人の就職が決まったというのは、これは素

晴らしいことだと思うのですが、１年間の相談が大体 5,000 人近くあるということは、これは

大変なことだなというふうに思います。端的に聞きますと、決まった人は何らかの仕事に就い

たから良いけども、決まらなかった人。多分、本当に仕事が無くて困って相談に来られた方々

だろうというふうに思うのですが、職に就けなかった理由というというのは何なのか、求人数
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が無かったのか、それとも自分に合わなくて下がったのか、そのあたりの理由というのがどん

なふうに押えられているのか。その人達の、その後の継続的な相談というのがあるのかどうな

のか。これで切れてしまったのではないのだろうなというふうに思うのですが、そのあたりの

状況について教えてください、というのが一つ。それから、80 ページの農業担い手の問題。ち

ょっとこれ、中身が良く分からないものですから、教えてほしいのですが、農業者の支援だと

か新規就農者を支援する。これは、具体的にどういうことをやっている人達に応援をしている

のか、その件数とその内容について分かるように教えていただければと思いますが。 

○委員長（及川 保君） 三戸産業経済課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） 17 年度のワークステーションの実績の関係についてのご質問

でございます。ご質問にありましたように、相談業務等については、4,841 人。これは、求職

相談で 2,692、電話相談で 2,564 と、合わせて 4,841 と。一方、就職決定者が 358 ということ

でございます。求職の登録者数が 685 名おりました。それと、訪問開拓をやっておりますけれ

ども、訪問開拓の企業数、これが 1,308 社。求人数が 939。それから、ハローワークの方では

企業数 251。求人数 670 ということでございますから、求人数は実は結構あるのですね。その

中で、私共のワークステーションに登録しているのが先ほども言いましたように 685。そのう

ち 358 が採用決定者ということで、結局そこの差の部分がどういうふうになるかということな

のですが、私共の方で実際捉えているのは、結局、最近の例からいきますと、求人数は結構コ

ンスタントに伸びてきていますよと。ただし、うちに登録されていて、そして求職しているの

ですが、なかなかその中には雇用保険の受給者がおられて、その方々については受給完了する

まで、調整的に就労の意欲がちょっと低いのかなという形が一つあります。そういうふうに身

受かられるのがですね。定年退職者なんかも結構登録されている方おりますけれども、その方々

のニーズが、いわゆる求人されている業種との間の体力的に上手くあわないと言いますか、そ

れとフリータイムはなかなか望んでいないとか、そういうような状況。あるいは、資格を有し

ていない関係。例えば今の時代ですから、パソコンの操作が必要ですとか、あるいはその中に

は車の免許も持っておられない方がいるとか、そういうようなことで、なかなか求人数はある

のだけれども就職に到達出来ない、そういう差が出てきていると、そういう実態を私共として

は捉えてございます。 

○委員長（及川 保君） 和野産業経済課参事。 

○産業経済課農林緑化担当参事（和野敏夫君） 今の農業担い手対策の事業の内訳なのですが、

これは昭和 55 年に農業経営基盤強化促進法という法律が制定されております。それで、今国

の方で強い農業づくりということで、それらの法律に基づいて認定農業者制度、これを要する

に５年間自分の経営改善をどうするかという経営改善計画を作っていただいた方が認定農業者

ということになります。そういうことで、私共の方も将来に向けた白老の農業づくりという観

点から、経営改善計画を作っていただいて、後継者のいる農家に対して少し重点的に整備をし

ていこうと、支援していこうという目的の中で、担い手農業者支援補助金というものを制定し

ました。それで、その中身というのは、優良雌牛、要するにこれは今白老の場合肉牛農家とい
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うことで、経営基盤の安定ということで、生産基盤の安定ということで、そこの優良雌牛、血

統の高い繁殖牛の元牛を導入するものに対して支援しようということで、これについては 22

頭を入れております。それから、新規就農者支援補助金というものにつきましては、今現在３

戸の方が肉牛農家として新規就農しております。その中の１名の方が、経営基盤と言うか生産

基盤を安定させるということになりまして、もちろんこの方も５年間の経営改善計画を策定し

ていただきまして、その経営改善計画に基づいて生産基盤の元牛の導入を支援したということ

で、この方については 13 頭の繁殖元牛を入れているということでなっております。自己資金

で入れている部分もありまして、30 頭の規模になっているということで、そういう前向きに取

り組んでいる方々、新規就農した方々の就農するための、出だしの一番経費のかかる部分を支

援しているということで、この２点を重点的に 17 年度から事業を起こしたということでござ

います。その人の肉用牛肥育推進事業補助金、これについては白老牛肉の生産基盤のことで、

肥育元牛の導入支金に対して、これについて無利子の資金にしようということで、ＪＡさんが

プロパー資金を貸している利率 1.8％について利子要求をしたという、そういう内容の３本の

事業になっております。以上です。 

○委員長（及川 保君） １３番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 内容につきましては、大体分かりました。求人数の問題。求人数が増

えているのに、希望が多様でなかなかで就けない人達もたくさんいるのだということなのです

が、例えば指導とか、資格の無い人達とか車の免許が無い人達への指導というのは、ワークス

テーションの中で、こういうふうにしていくと何とかなりますよというような指導だとか、そ

の人達が何とか生きられるような方向で面倒を見られるものなのか、あるいは駄目だよと、無

かったら駄目だよというような形で言うしかないのか、そのあたり多分、就職するための登録

をしている人達のほかにいっぱい来ているわけですよね。そういう人達への援助というのが、

どの辺までやれるのか、そのあたりもう少し伺いたいなというふうな気がするのです。担い手

の方はよく分かりました。ということは、今の答弁の中で積極的に支援をしている中で、その

人達は白老の中で定着して仕事をしていけるその土台が出来たと、こういうふうに解釈してよ

ろしいわけですね。そうすると、そういう人達が更に拡大していく方向というのが見えるのか、

まだそれは無いのか、そのあたりはいかがなものなのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 三戸産業経済課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） 資格等持っていない方等についての指導、あるいは支援策と

いうことでございます。もちろん、ワークステーションの中では、その辺の事情をいろいろお

聞きしながら、必要なご指導を申し上げているというのは、これは申し上げておきたいと思う

のですが、一方では直接的な支援として、登別と白老の協議会の中で、雇用創出事業というの

をやっておりますけれども、その中で再就職支援セミナーというのを実はやっているのです。

その中で、当然再就職のためのいろんな履歴書の書き方だとか、面接の仕方であるとか、ある

いはパソコン講座なんかもやってございまして、そういう所に、これは全町民対象にやってお

りますけれども、特にワークステーションに登録されている方で、そういう事についていろい
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ろお悩みまでいかないにしても、そういうような状況にある方に対しては積極的にご案内して、

ぜひ受講していただきたいというような働きかけも実はしてございます。また一方で、これは

17 年度の事業ではございませんけれども、先ほど言いましたように、求人数と求職者数のギャ

ップがあるものですから、その辺を町民の皆さん方にぜひそういう状況を知っていただいて、

ぜひ求職活動をしていただくための情報提供として、実は町内会のお力をいただいて、町内会

の回覧をさせていただいたとか、そういう取り組みなんかもしてございます。そんなことで、

町の方として出来る範囲の支援はしていきたいとは思いますが、何よりやはりご自身ご自身が

働くという意識をもっともっと強く持っていただくことが大事なのかなという、そういうふう

には実は思ってございます。 

○委員長（及川 保君） 和野産業経済課参事。 

○産業経済課農林緑化担当参事（和野敏夫君） まさに、この事業につきましては、17 年度だ

けということではなくて、現在先ほども申し上げましたが、３名の方が肉用牛で新規就農して

おります。その中の１名の方に今、支援をしました。それで、あと２名残っております。この

２名のうち１名は自分の牛が持てない経営、預託経営という経営やっているものですから、そ

れがあと何年かで自分の自己資金が貯まるということになれば、またその方に集中支援をした

いなと思っております。それと今年度、肉牛だけでというお話もあるのかなと思うのですが、

今年度苺生産農家を目指して、新規就農された方が１名おります。これにつきましては生産基

盤の整備をしております。それで、行政視察の中でもと思ったのですが、ちょっとそこまでの

段階までいってないということで、本人の方からもうちょっと安定したら皆さんに紹介出来る

のかなという所でなっております。だから、これは今回 17 年度は肉用牛ですけれども、これ

を肉用牛だけにこだわらない新たな農業の新規就農した方にも支援をしてきたいと思っており

ます。以上です。 

○委員長（及川 保君） ９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 80 ページの白老牛のブランド化の問題について質問いたします。私は

この申請については、特許庁に既に受理されているという判断でおりますが、その後の経過に

ついてどうなっているか。それから、当初予算で 97 万位組んでいたと思いますが、今回の予

算 40 数万ということでございます。これは、この予算で推移したのかどうか。それから、受

理後の推移について、大体見通しはどう立てておられるか、これについてお願いいたします。 

○委員長（及川 保君） 和野産業経済課参事。 

○産業経済課農林緑化担当参事（和野敏夫君） 出願につきましては、今年の３月 17 日、こ

の 10 何日というのは、ちょっともう一回あとで調べますけども、３月の中旬に特許庁の方へ

出願しております。これにつきましては、設立準備会の中で関係機関集まっていただいて、そ

の中で作ったものを出願しております。それで、これにつきましては６ヶ月以上、出願の認可

下りるのにかかるということで、現在弁理士さんの方にその時期がいつ位になるのかと。それ

で、９月いっぱいまでにその辺が何らかのお話が出て来るのではないかなと思っております。

そういう状況と、それから、ここの商標登録事業で今 97 万位の予算で、40 何万ということで、
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当初この出願の手数料等、収入印紙代だとか、そういうやつを含めて１回ではいかないだろう

ということで、２回分を予定しております。それが 97 万という中でなっております。ただ今

回、運良く弁理士さん、発明協会の紹介もありまして、その弁理士さんにお会い出来たという

ことで、１回の出願手数料のみで終わっているということで、40 何万で全て終わっております。

それから、今後の状況なのですが、今月の末に設立準備会の部分、これについて白老牛とはと

いう商標については良いのですが、白老牛とはという定義の部分、また打ち合わせを開始する

という状況になっております。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。４番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） 80 ページの畜産振興総合対策事業の中だと思うのですが、特定財源の

中で、堆肥舎等整備事業補助金 1,429 万 4,268 円があるのですが、この個人の負担というのが

どれ位になるのかというのと、それとテレビで観たのですが、この建設が国なのか農業開発公

社なのか分かりませんけど、堆肥舎建設基準みたいなものありまして、自分達が勝手に地元の

業者と発注して堆肥舎を造るというような仕組みにはなってなくて、かなり基準の金額とか建

設の相手ですとか、そういう所が公社の中でと言うのか、国の中で決まっていて、そことでな

いとそういうことが出来ないのだということを言っている、一やった農業者が出ていまして。

本当はここに杭を打たなくても良いのに、基準では杭を打つってなっているので、杭を打たな

いと駄目なのですという。杭を打つことによって建設費がもの凄く高くなりますので、それよ

って補助金も高くなるのでしょうけども、個人の負担も高くなるにみたいな話があったのです

が、そういう仕組みになっているのかどうかというのを聞きたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 和野産業経済課参事。 

○産業経済課農林緑化担当参事（和野敏夫君） ここの予算に計上しております堆肥舎等整備

補助金、これについては農家、受益者負担の額でございます。それで、ここで堆肥舎等の等の

解釈なのですが、これにつきましては、17 年度のつきましては、製品庫。要するに堆肥舎から

出て来る有機質の高い堆肥、それを貯蔵しておく、それの製品庫が１棟です。それから、運搬

機器。これは、ダンプだとかホイルローダーとか、これを入れております、この事業で。それ

の部分４台入れております。それにかかる農業者と言うか、受益者負担の額です。それと、今

の仕組み、補助事業の仕組み。これにつきましては、国が 50、それから道が 25、そして受益

者が 25 という負担割合になっております。それで、本来資源リサイクル事業というのは、農

林水産大臣から北海道が事業主体で受けるという事業種目になっています。ただ、道の機構上、

農業関係について、第３として北海道知事が認めた財団法人、北海道農業開発公社が資源リサ

イクル事業を道に代わって執行しますということで、事業実施主体は財団法人北海道農業開発

公社が受け持っております。それで、これについては、公共事業ということで、建築基準に基

づいた形で事業を施行しなさいということになっております。そういうことで、今の杭打ちの

部分、これについても軟弱地盤のところについては堆肥舎がゆがんだり、あとで堆肥舎の床が

割れて、せっかく造った汚濁水が地下に浸透しないための板にひびが入る、そういう所につい

ては、やはり強度を増すためにパイルを打っていただくということで事業を進めております。
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それともう一つ、農業開発公社さんが事業主体でない部分で、畜産環境リース事業があります。

これにつきましては、ＪＡが窓口で進めております。これにつきましても、㎡あたりの単価が

決まっていまして、その中で農家が思うように事業を実施するということになっております。

だから、事業の規模に基づいて生産者はどちらを選ぶかという事業採択が出来るということに

なっております。そういう中で、今回しておりまして、うちの農家の部分も地盤沈下しないだ

ろうという中で、いろいろとそれについては調査結果を農家と説明して了解した中で、今回の

堆肥舎整備等を行っております。以上です。 

○委員長（及川 保君） ４番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） 大体今の説明で分かったのですが、そういうことは単価も決まってい

て一応構造基準とか、そういうものも決まっていて、それに基づいた設計、建物でないと許可

にはならないと。もう一方では、その基準に見合う別な設計、ちゃんと１級とか２級資格を持

った、そういう人が地元にいて、その人の設計で建てた場合、もっと安価に、基準単価という

のがあって、その単価よりも安く出来るのに、そういう制度にはなってないという、そういう

話も出ていたのですよね。今の話聞きますと、きっとそのとおりなのだなと思うのですが、地

元のやった受益者の方で、こういうお話をされている方というのは、今までいたかどうかとい

うのは、これは国で決められたことで、それを利用するのですから、それに従わないと駄目だ

というのはあるのでしょうけども、何かそこら辺、せっかくそういうものが出来るのに、もっ

と安く個人の負担で出来るのに、それに従わないと駄目だという所がどうも引っ掛かって、や

っている人がちゃんとそれに納得してやっているのかなという心配があったものですから、ち

ょっと聞いてみたのですが、うちの受益者でそういう話をされている方がいるのかどうかと、

ちょっと確認したいと思います。 

○委員長（及川 保君） 和野産業経済課参事。 

○産業経済課農林緑化担当参事（和野敏夫君） この資源リサイクル事業、平成 13 年から始

まっております。それで、うちは 14 年から、事業着手しております。それで、14 年の事業着

手の時点で、受益農家の事業参加農家からやはり自分達が造った建物のアフターサービスとい

うか、どこかにひびが入っただとか、そういう場合に直ぐ対応して貰いたいのだと。それで、

この事業の設計内容につきましては、今やっているのは、設計をかけて北海道知事の認可、設

計内容の審査基準を受けて、農林水産大臣の補助を受けるという形で進んでおります。だから、

これについて、個々の設計費用だとかそういう部分からいくと、やはり全体で地域にあった形

なのと言われれば、ちょっと問題あるのかなと思いますけども、ただそういう部分の設計費用

だとか、それがやはり軽減されているのかなと思っております。それと、地元のという部分で、

平成 14 年のときには、そういう受益者の考え方がありまして、極力地元の工事業者の方々を

優先的に、地域型という発注の仕方を、一応農業開発公社さんの方にはお願いして、そういう

中で事業を着手しております。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。ございませんね。 

お諮りいたします。本日の会議は、この程度にとどめ、延会いたしたいと思います。 
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これにご異議ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） ご異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって延会すること

に決定いたしました。 

（延会 午後 ４時１４分）  


