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平成１８年第１回白老町議会予算等審査特別委員会会議録（第１号） 

 

平成１８年３月２０日（月曜日） 

           開  会  午前 ９時５９分 

           散  会  午後 ５時０６分
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    ◎開会の宣告 

〇委員長（及川 保君） おはようございます。開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し

上げます。 

 平成18年度の予算案が大変厳しい財政状況下の中で示されたわけでございますけれども、ま

ち、議会が一丸となってまちづくりを進めなければならないときだと思います。私もふなれな

部分もあろうかと思いますが、精いっぱい務めさせていただきたいと思います。また、今週末

には北海道栄高校の甲子園での試合も予定されておるわけでございますけれども、この予算案

をさらによりよいものとするために、委員各位の活発な議論とスムーズな委員会の運営に各委

員の皆さんの特段のご協力をお願いしまして、簡単ですが、一言ごあいさつにかえさせていた

だきます。 

（午前 ９時５９分） 

                                           

    ◎開議の宣告 

〇委員長（及川 保君） それでは、ただいまから予算等審査特別委員会を開会いたします。 

 お諮りいたします。本委員会については、傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（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、審査に当たって委員長より各委員及び説明員にお願いを申し上げます。第１点目とし

て、質疑及び答弁を行う場合は挙手をして委員長の許可を得てから行ってください。予算の質

問事項につきましては、予算書のページ数を示し、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答弁するようお願いを申し上げます。 

 第２点目として、本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

り行います。また、一般会計及び特別会計の一部会計の予算につきましては、区切りページを

お手元に配付しておりますが、１議案を分割して質疑の対象とした場合は区切りページごとに

３回までの一括質疑方式となります。ただし、質疑、答弁の内容等により委員長の判断で３回

を超えて発言を許す場合もありますので、この点につきましてもあわせてご承知いただきたい

と思います。 

 以上、委員長からお願いをしておきたいと思います。 

                                           

    ◎議案第２２号 白老町町民ふるさと農園条例の制定について 

〇委員長（及川 保君） それでは、ただいま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、議案第９号から議案第21号までの平成18年度各会計予算
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13件と、これに関連する議案９件の合わせて22議案であります。 

 これらを一括上程し、順次議題に供します。 

 議案の審査の都合上、議案第22号から審査に入りたいと思います。 

 それでは、議案第22号 白老町町民ふるさと農園条例の制定についてを議題に供します。議

案書の議22―１をお開き願います。 

 これより本案に対する質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。 

 10番、宗像脩委員。 

〇10番（宗像 脩君） 10番、宗像です。このふるさと農園について、提案事項をずっと読ま

せてもらいましたが、もう私は何年も前からこういうものがあればいいと、土に親しむという

ことは非常に大事なことだから早くやってほしいという、そういう願いを持っていた関係から、

全面的にこのことについては賛成をしていますし、もっともっとこれが拡大して町民のみなら

ず、他町村の人も白老へ行って畑づくりをしようという、そういう姿になればいいなというこ

とを夢見ながら質問をしたいというふうに思うのです。 

 町長の執行方針の中で、この全体の面積が１万400平米の80区画という、そういうことですか

ら、単純に割り算すると１区画は130平米ですか。坪にして約40坪くらいだなというふうに自分

なりに思っているわけですが、それに対する使用料が5,000円という提案なのですけれども、そ

こで最初の質問は5,000円というのが高いのか、安いのか、適当なのか。その5,000円という基

準がどこから出てきているのか。あるいはまた80区画あって、道路から近いところ、遠いとこ

ろ、いろいろあると思うのですけれども、恐らくどの場所も全部5,000円というふうに決めてい

ると思うのですけれども、その5,000円の算出基準がもしありましたら、まずお伺いしたいと思

います。 

〇委員長（及川 保君） 和野産業経済課参事。 

〇産業経済課農林緑化担当参事（和野敏夫君）  今の区画、町民農園についてははっきり言っ

て今80区画予定しています。それで、用地として見ればここで１万400平米、それで25坪です、

１区画が。そういうことで予定しております。 

 それから、この辺の区画数については胆振管内を見まして、それで全町村歩きました。そう

いう中で、区画数の一番多いところで早来でやっていますのが130区画持っています。そういう

ところも参考にしまして、一番面積的に多いのも36坪という、うちの方で25坪です。一番大き

いところが36坪あります。ここで年間約１万円の使用料ということになっています。それで、

私どもの方でこの5,000円というのは胆振管内の状況等を見まして、区画の大きさ、その辺を参

考に見まして一応１区画5,000円と。それから、長方形の形になります、農園自体が区画を割る

と。それで、利用の部分で優劣の部分があるのではないかということなのですが、ただ基本的

に水だとか、そういうものを真ん中の方へ移動して、そこへ設置するということで、畑の利用

的にはそんな負担にならないのかなと思っております。 

 以上です。 

〇委員長（及川 保君） 10番、宗像脩委員。 
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〇10番（宗像 脩君） 10番、宗像です。そこはわかりました。 

 予算書の方も見てみますと相当金額が、工事請負費と、こう出ているものですから、恐らく

今回初めてやるのに個人個人が、１区画１人として80人の人がそれぞれスコップでもって起こ

すなんていうのは、これは大変なことだから、恐らく最初、初年度は大きなトラクターが来て

全部一斉に起こすのだろうというふうに私勝手に判断しているわけですけれども、それに間違

いがないかどうか。そして、もしそうだとすれば、来年以降はどうするのかということと絡め

て、畑というのは土つくりから始まるということがよく言われているのです。そうすると、例

えばＡさんはこの場所だとことしは決まった。来年はあっちだよ、こっちだよとなってくると、

せっかく自分がやった土地がもし変わるということであれば、これはえらいことだなと。また、

逆に便利のいいところと不便なところがあって、あの人はいつもいいところばかり、私はいつ

も不便なところという愚痴も出るのでないかなとも思ったり、そんなことをいろいろ考えてい

るのですけれども、そのあたりについてはどういうふうに考えていらっしゃいますか。まず、

一つが起こすこと、畑を起こすということの作業が例年トラクターでやっていくのかどうか、

そのあたりと土地の変わるということについてちょっと伺いたいと思います。 

〇委員長（及川 保君） ちょっと待ってください。宗像委員、一括質疑方式ですので、３回

質問するうちの質問を変えてやってはいけないものですから。 

〇10番（宗像 脩君） わかりました。それと、もう一つですけれども、有害獣の対策につい

て考えていらっしゃるかどうか。シカ、キツネ、特にあの地区はカラスがすごく多いのです。

そういった有害獣のものについてはどのように考えていらっしゃるか、その点について伺いた

いと思います。 

〇委員長（及川 保君） 和野産業経済課参事。 

〇産業経済課農林緑化担当参事（和野敏夫君）  まず、土地を起こすことについては、その近

隣の農家の方にトラクターをお借りして、それで起こすということで計画しております。 

 それから、土地が毎年変わるのかというご質問なのですが、これについては約５年間ぐらい

は同じ箇所でと考えております。そういう中で、毎年土地が変わるということではありません。

そういうことで、それともう一つ、新たに使いたいという方が出てきてもいいように用地的に

はその部分も含めて確保しております。 

 それから、あと有害駆除の部分なのですが、私どもカラスというよりはシカの方が被害が大

きいのかなと思っております。これらについては、一応そこを、ふるさと農園を使う方々と一

緒にそれらの有害駆除の部分を、やっぱり自分たちで育てるという作業の中でこのふるさと農

園は農業の一つを経験していただきたいという部分がありまして、有害駆除の部分の例えばフ

ェンスを張るだとか、そういう部分についてもふるさと農園の利用をされる方々の協力を得な

がら、その辺の防除をやっていきたいなと思っています。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） 16番、谷内勉委員。 

〇16番（谷内 勉君） 16番、谷内です。単純な質問ですけれども、これ使用期間についてど
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のぐらいあるか、これを一つ聞きたいと思います。もちろん使用許可の取り消し、これはあり

ますけれども、それとは別個になるのかどうか、この辺のところについて伺いたいと思います。 

〇委員長（及川 保君） 和野産業経済課参事。 

〇産業経済課農林緑化担当参事（和野敏夫君）  一応使用期間というのは１年間という形で考

えています。ただ、それだけではないということで、５年間随時延長できるということで考え

ております。 

〇委員長（及川 保君） ３番、山本浩平委員。 

〇３番（山本浩平君） 私も先ほど同僚委員からの質問が出たことと同じ件なのですけれども、

一番懸念しているのがやっぱりシカ対策なのです。1999年と2000年のときに白老青年会議所の

事業として町民ふれあい農園というのを事業として行ったのです。これは、岩倉団地と旭化成

団地の奥の方なのですけれども、高速道路よりもまだ手前なのです。手前の方でやりました。

そのときに、２メートル以上のネットを張ってシカ対策を講じたにもかかわらず、やはりシカ

が侵入してきておりまして、結構せっかくできた野菜も食べ荒らされたというケースがあった

のです。ＪＣの事業のときは、基本的な種や苗あるいは肥料を全部提供したのです。提供して

やりましたので、また区画料だとか、そういうのも当然いただいておりませんので、余り大き

な問題にはならなかったのですけれども、今回5,000円という金額で年間１区画使用料を町民の

方からいただくということでございますので、もしその辺がきちっとできなければ、やはりも

めごとの対象に絶対これはなってくると思います。先ほどお話になったフェンス等のことがき

ちっと事業費の中に組み込まれているのか、それとも町民と話し合いながら一からお互いに協

力し合ってやっていくからということで、その辺は提供してくれる人がいたら材料はただで提

供してもらうようなことを考えているのか、その辺をちょっと含めてお尋ねしたいと思いまし

た。お願いします。 

〇委員長（及川 保君） 和野産業経済課参事。 

〇産業経済課農林緑化担当参事（和野敏夫君）  シカ対策の部分で申しますと、材については

国有林の除間伐だとか町有林の除間伐、間伐材を使おうと思っています。それから、あとは３

段ぐらいでバラ線を張れば、一応３メートルぐらいの支柱を考えています。そういう中でバラ

線を張ることによって何とかなるのかなと思っております。そういう原材料についてはちょっ

と持っております、予算の中で。そういう中で考えております。 

 それから、5,000円という値段につきましては、これは畑を耕す経費と、それからそこの土地

の使用料を割り返して5,000円という金額になっています。それで、シカの防除についてはまず

そこまで金額を入れてしまうと、はっきり言ってかなりこの金額ではできないということもあ

りまして、初期投資はある程度皆さんの協力の中で進めていきたいなと、その作業賃なるもの

は。そう考えております。 

 以上です。 

〇委員長（及川 保君） 12番、吉田和子委員。 

〇12番（吉田和子君） 12番、吉田です。今後の課題になると思うのですが、収穫物というの
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は一時期に一斉にでき上がるのです。高齢者だとか、今は核家族化になっていますから、地域

との交流でできたものをおすそ分けしたりしてそういう交流にも使えると思うのですが、よく

地方へ出かけますと道端に自分たちの名前を入れて生産したものを並べて買っていただくとい

う、そういう場を設けているところがあるのですが、あそこは大滝線で車の通りも、ちょうど

収穫時期というのは車の通行量もたくさんあると思うのですが、将来的になるかもしれません

けれども、つくっている人たちがそんなことをしないと言えばそれまでなのですが、せっかく

収穫したものが余ってどうしようもないことも出てくると思うのですが、そういったものを販

売するというようなことは将来的に考えていらっしゃるかどうか伺いたいと思います。 

〇委員長（及川 保君） 和野産業経済課参事。 

〇産業経済課農林緑化担当参事（和野敏夫君）  ここのふるさと農園の部分なのですが、ふる

さと農園のまず基本的な考え方の中に、そこで収穫する喜び、それから喜びの中にはやはり自

分のつくったものがどれだけの価値があるかということも一つの喜びの中に入るのかなと思っ

ています。そういう中で、今回の場所の選定を含めたときに、余ったものと言ったら語弊あり

ますけれども、そういう体験もできる場所ということで、今回場所の選定の中にもそういう収

穫物の販売というのも考えております。 

〇委員長（及川  保君） 町長。 

〇町長（飴谷長藏君） ちょっと補足なのですが、今和野参事の方から申し上げたのですが、

それと実は私の方で商工会にお話ししまして、昨年もそうだったのですが、チャレンジショッ

プの方で一定量買い上げるようなシステムでできないかと、余ったものを。大量にできると、

ちょっと処分大変なものですから、それはチャレンジショップの方で検討していただけるとい

うことで既に協議済みでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） ５番、玉井昭一委員。 

〇５番（玉井昭一君） ５番、玉井です。被害の件だけれども、この事業そのものに保険を掛

けるというようなことはできるのか、できないのか。これだけ１点伺います。 

〇委員長（及川 保君） 和野産業経済課参事。 

〇産業経済課農林緑化担当参事（和野敏夫君）  大変今の質問には申しわけありません。そこ

まで想定しておりませんでした。だから、その辺の保険があるならば、ちょっとこの5,000円の

中で対応できるのかできないのかという部分も含めて今後検討していきたいと思います。 

〇委員長（及川 保君） そのほかありませんか。ありませんね。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって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（及川 保君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 
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 採決いたします。 

 議案第22号 白老町町民ふるさと農園条例の制定について、原案のとおり決定することに賛

成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇委員長（及川 保君） 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いたしました。 

                                           

    ◎議案第２５号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条 

            例の制定について             

〇委員長（及川 保君） 次に、議案第25号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定についてを議題に供します。議案書の議25―１をお開き願います。 

 これより本案に対する質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。 

 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。これは、昨年度からの問題なのですけれども、職員

の皆様方から何かこのことに対しての意見や……労働組合を通してという意味ではございませ

ん。通さないで意見なんかが出ているかどうか。そして、それが仕事の士気に影響するという

ような状況がないかどうかお尋ねをいたしたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 白崎総務課長。 

〇総務課長（白崎浩司君） ただいまのご質問の中なのですが、いわゆる給与自主削減につき

ましては導入時点で組合とも、あるいは職員とも十分協議した中で、条例は各年ごとというこ

となのですが、全体としては財政改革プログラムの重点期間ですよということで19年度という

ことで、スタートの段階でそこら辺の今の状況、財政状況を含めて十分協議していると。そう

いうような中できていますので、毎年毎年意見が、これに対しての意見が今改めて出てくると

いうことはないと。 

 それと、あわせて全道的に見ても非常に各自治体とも厳しい状況の中で、自主削減を実施せ

ざるを得ない団体が出ているというような状況で、どちらかというと早目ではないですけれど

も、白老も適切な時期にこういうようなことを実施せざるを得ない状況に来たということは職

員も理解しているのかなというふうに思っています。ただ、今後議案説明のときにもお話しし

たとおり新給与制度が出てきておりますので、それに対しての十分な協議はこれからしていか

ないとだめだと。当然生活給が下がるということでの仕事に対する士気といいますか、そうい

う面も当然あると思いますし、十分そこら辺は今後制度の中で組合とも職員とも話していきた

いというふうに思っております。 

 以上です。 

〇委員長（及川 保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。そこはわかりました。私もそのことでどうのこうの

というのではなくて、それが士気に影響するということが私は最大の懸念なのです。 
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 もう一つ、期限切っていますから、当然そうなると新給与制度に変わってきますよね。その

ときには、現段階の考え方として、新給与制度に変わった場合はその方向でいくのか、それと

も白老町としては独自の案をまた持つのか、その点考え方がもしあればお願いしたいと思いま

す。 

〇委員長（及川  保君） 白崎総務課長。 

〇総務課長（白崎浩司君） 先ほど議案提案のときにも説明しているという部分で繰り返して

言わせてもらえば、新給与制度が地域給の導入ということで、北海道、東北の民間との比較を

して4.8％の減ということなものですから、今回自主削減している平均と大体似ているような金

額になってきます。そういう中では、この前もお話ししたとおり今後詰めたような話、職員と

詰めたような話をしていきますけれども、基本的には人勧を尊重するというベースで話し合い

は進めていきたいというふうに思っています。 

 以上です。 

〇委員長（及川 保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。としますと、大体今の財政改革プログラムの中で見

たものが19年度以降も継続されるということになる状況になると思うのだけれども、それで白

老町の財政は十分やれるのかどうかということが一つと、もう一つは新たな新給与制度を導入

することによって、それは国の人勧ですから、それは最終的には組合との話し合いの中で若干

の相違点は出るかもしれませんけれども、基本的には一致するのかなというふうに僕なんかは

見るのだけれども、そんな方向づけでいくということでよろしゅうございますか。 

〇委員長（及川  保君） 三國谷助役。 

〇助役（三國谷公一君） 現在の独自削減、給与の独自削減分と新給与制度の関係なのですけ

れども、今総務課長から話したとおりで、今回の新給与制度導入によって、従来のプログラム

の考え方は19年の３月までで一応終わりますから、その後どうするかというのは、これは結構

重い課題だなというふうにとらえておりました。 

 そこで、新給与制度になりましたら、大渕委員今おっしゃるように、ではこの後のプログラ

ムは大丈夫なのかということになりますと、これはやっぱり今プログラム見直しの中で今年度

中に見直すということにしていますから、この中でその辺の状況は十分見きわめていかなけれ

ばならないなというふうに思っています。ただ、考え方として、本来新給与制度というのは人

事院勧告に基づいてやるものですから、これは当然やらなければならないと。それと、独自削

減は、これはくどいようですけれども、財政状況から独自に削減する部分ですから、本来これ

は考え方は違うと思うのです。ただ、今度の給与制度を見てみますと相当厳しい内容になって

おりますから、この辺は今年度中に財政改革プログラムを見直す中で我がまちの収支がどうな

っていくかということを十分見きわめまして、新給与制度を導入して、さらに職員の独自削減

ということになりますと相当厳しいというふうに考えておりますが、この辺は今後の重い検討

課題だというふうに考えておりますので、今年度中にその辺のところは十分見きわめてまいり

たいと、このように考えております。 
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 以上です。 

〇委員長（及川 保君） そのほかありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって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（及川 保君） 討論なしと認めます。 

 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25号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり

決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇委員長（及川 保君） 全員賛成。 

 よって、議案第25号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

                                           

    ◎議案第２６号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に 

            関する条例の一部を改正する条例の制定につ 

            いて 

〇委員長（及川 保君） 次に、議案第26号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関

する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。議案書の議26―１をお開き

願います。 

 これより本案に対する質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって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（及川 保君） 討論なしと認めます。 

 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26号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例

の制定について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

           〔挙手多数〕 

〇委員長（及川 保君） 賛成多数。 

 よって、議案第26号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
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    ◎議案第２７号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関 

            する条例の一部を改正する条例の制定につい 

            て 

〇委員長（及川 保君） 次に、議案第27号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。議案書の議27―１をお開き願

います。 

 これより本案に対する質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって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（及川 保君） 討論なしと認めます。 

 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27号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇委員長（及川 保君） 全員賛成。 

 よって、議案第27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２９号 白老町介護保険条例の一部を改正する条例の 

            制定について 

〇委員長（及川 保君） 次に、議案第29号 白老町介護保険条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題に供します。議案書の議29―１をお開き願います。 

 これより本案に対する質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。ありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって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（及川 保君） 討論なしと認めます。 

 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29号 白老町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり決定
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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（及川 保君） 全員賛成。 

 よって、議案第29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３０号 白老町介護予防・生活支援事業条例の一部を 

            改正する条例の制定について 

〇委員長（及川 保君） 議案第30号 白老町介護予防・生活支援事業条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題に供します。議案書の議30―１をお開き願います。 

 これより本案に対する質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。ありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって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（及川 保君） 討論なしと認めます。 

 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30号 白老町介護予防・生活支援事業条例の一部を改正する条例の制定について、原

案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇委員長（及川 保君） 全員賛成。 

 よって、議案第30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３１号 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医 

            療費の助成に関する条例の一部を改正する条 

            例の制定について 

〇委員長（及川 保君） 次に、議案第31号 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療

費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。議案書の議31

―１をお開き願います。 

 これより本案に対する質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって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（及川 保君） 討論なしと認めます。 

 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31号 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部を

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

          〔挙手全員〕 

〇委員長（及川 保君） 全員賛成。 

 よって、議案第31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３３号 白老町放課後児童クラブ条例の一部を改正す 

            る条例の制定について 

〇委員長（及川 保君） 次に、議案第33号 白老町放課後児童クラブ条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題に供します。議案書の議33―１をお開き願います。 

 これより本案に対する質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。 

 18番、加藤正恭委員。 

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤ですが、この条例の問題ではなくて参考に各クラブの在籍

児童数、わかったら教えていただきたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 教育委員会、中島主査。 

〇子ども課主査（中島圭一君） 中島です。平成17年度の在籍者数をお知らせいたします。白

老鉄南児童クラブが32名、白老鉄北児童クラブ34名、萩野児童クラブ16名、竹浦児童クラブ24

名、計106名となってございます。 

 以上です。 

          〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇子ども課主査（中島圭一君） 済みません。浜っ子の家は、今現在31名の登録となってござ

います。 

〇委員長（及川 保君） ほかありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって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（及川 保君） 討論なしと認めます。 

 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33号 白老町放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例の制定について、原案のと

おり決定することに賛成の方は挙手を願います。 
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          〔挙手全員〕 

〇委員長（及川 保君） 全員賛成。 

 よって、議案第33号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

    ◎議案第３４号 白老町国民健康保険病院事業の設置等に関す 

            る条例の一部を改正する条例の制定について 

〇委員長（及川 保君） 次に、議案第34号 白老町国民健康保険病院事業の設置等に関する

条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。議案書の議34―１をお開き願い

ます。 

 これより本案に対する質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。 

 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。これ98から92に減らすということは別に全然問題な

いのですけれども、今まで聞いているところによると、例えば６ベッド減らしたベッド数が、

その地域か何かがあって、その枠がどこかにいくとか、どっちがふやせるとか、何かそんなよ

うなことがあったと思うのですけれども、町立病院のベッドは減ったら減ったままで全然他に

は影響ないものなのでしょうか。 

〇委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 

〇病院事務長（丸山伸也君） ほかには全く影響はございません。うちが減った分よそでふえ

るということはありません。ちなみに、苫小牧保健所管内のベッド数が全国でも最多のベッド

数、ベッドが多いということで、原則として廃止した分は復活はないと。これは、苫小牧保健

所管内ではどこの病院も同じになっております。 

〇委員長（及川 保君） そのほかありませんか。ありませんね。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって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（及川 保君） 討論なしと認めます。 

 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34号 白老町国民健康保険病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇委員長（及川 保君） 全員賛成。 

 よって、議案第34号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 
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    ◎議案第９号 平成１８年度白老町一般会計予算 

〇委員長（及川  保君） 次に、議案第９号 平成18年度白老町一般会計予算を議題に供しま

す。 

 恒例によりまして歳出から質疑に入ります。一般会計の100ページをお開きください。歳出、

１款議会費及び２款総務費に入ります。100ページの１款議会費から115ページの２款総務費、

１項総務管理費、１目一般管理費までです。質疑のある方はどうぞ。 

 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。105ページの総務費の一般管理費の中に各審議会がず

っとあるのですけれども、この審議会の人選の関係なのです。これは、以前にも聞いている人

がいるのですけれども、各団体に割り振るだとか、いろんなことがあるのですけれども、現実

的には同じ委員さんでどれぐらいダブっている、どれぐらい審議会を持っている方が、一番多

い方で幾つの審議会に所属しているか、わかればまずお知らせを願いたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 白崎総務課長。 

〇総務課長（白崎浩司君） 同趣旨で質問が前にありまして、今ちょっと手元に資料ないので

すが、あの時点でたしか同一人物が三つか四つの審議会に委員として登録しているというよう

なことをお答えしたと思いますが、ちょっと手元にないので正確ではないですが、２人ぐらい

そういう方がおられたというふうに記憶しています。 

〇委員長（及川 保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。ちょっと私調べていないのだけれども、報道なんか

を見ますと四つ、五つという方がいらっしゃるように思えるのです。それで、もちろん充て職

だという、そのときだれか理事者側の答弁もあったような気がするのですけれども、ただ私は

充て職にしてもその組織が大きければ、１人の方はやっぱり私は二つが限度ではないかと思う

のです。それはなぜかというと、多分私の言っているのは、例えば実際には動いていない情報

公開条例の委員なんかも、情報公開条例のときに問題があったら招集される委員会ありますね。

そういうものも入れると、たしか四つ以上の方はいらっしゃるはずなのです、僕の記憶では。

これはやっぱり違うのではないかと、協働のまちづくりからいうと。 

 それで、町の方で組織に割り当てするときも、例えば町連合なんかは物すごい人材がいらっ

しゃるのです。だから、各町内会長さんにも割り振れば、僕はそれは可能だと思うのです。そ

ういう形で四つも五つもやるということが、僕はそれぐらいの方いらっしゃるように思うので

す。後でちょっと調べて教えてほしいのだけれども、ちょっとやっぱり違うのではないのかな

と。それがかなり重要な審議会に同じ方が入っていらっしゃると。 

 それと、もう一つは、この審議会での公募なのですけれども、公募も同じ方ばかりでなかな

かうまくいかぬというふうに聞いています。これは、聞いているだけですから、わかりません。

ただ、そうであれば広くやるため、広く町民の意見を聞くためには、やはり割り振るときも二

つぐらいにしておくと。それは、ほかの方を選んでくださいと、そこの団体でも。そういうこ

とを町のリーダーシップでやるべきだと思うのだけれども、いかがですか。 
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〇委員長（及川  保君） 白崎総務課長。 

〇総務課長（白崎浩司君） ただいまのご質問も前回同趣旨の質問がありまして、私の方で答

えているのですが、従前比較的選考をされる団体としては、今ちょっと事例出ましたけれども、

町連合とか、それから婦連協とかそういう方で、担当部署としてもお願いするときに、そこの

会長さんということで言ってみれば指名しているような感じでしています。ただ、前回もお答

えしたとおり、そうなると今言う四つも五つもということになりますので、その会長さんとい

うことでなくて、その団体から選考してもらいたいというようなお願いを今後していきたいと

いうふうに思っています。 

 それから、公募も今言われたとおり、公募者としてはダブっている方とか、その公募をする

という委員会が違っても同じ人がというような実態もちょっと見受けられます。今言われたと

おり広くということで言えば、当然その審議会の審議内容に十分知識を有している、そういう

方が広くいれば役場の方も、担当部局の方も広く人選に当たりたいというふうに思っています。 

〇委員長（及川 保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。これ以前からずっと議論されていることなのです。

それで、同じ方が町のそういう職を四つなり五つなりやるというのは、やっぱり僕ははっきり

言ってまずいと思います、それは。仕組みがわかっている人は、それは意見は出しやすいし、

意見も述べやすいかもしれませんけれども、違うと思うのです。広くそういう人材を発掘して

いく、協働のまちづくりという本旨からいったら、私はやっぱりそういう姿勢がまちの多くの

意見を聞くというふうになっていくと思うのです。ですから、例えば二つなら二つ以上は兼務

はしないというふうにしていただきたいと思うのです。そういうふうにしていくことが実際に

は広く意見を聞くと。ですから、町連協に割り振るなら割り振っても構いませんから、それは

必ず二つ以上はダブらないというふうに……二つがいいのか三つがいいのかわかりませんよ。

ただ、そういうふうに私はすべきだと思うのです。現実的には実際に同じ方が選ばれてきてい

るというふうに、私の印象ではそういうふうに思わざるを得ないという部分が結構あります。

それは、やっぱり町にとって私はよくないと思うのですけれども、再度見解を。 

〇委員長（及川  保君） 三國谷助役。 

〇助役（三國谷公一君） 大渕委員の言われる趣旨は十分わかりますし、私どももさっき総務

課長から話しましたけれども、団体に割り当てる部分でもできるだけ人をかえてもらうような

形でお願いしている部分はあるのです。ただ、物によりまして、町連合の関係が特にそうなの

ですけれども、町民の組織という中でどうしても町連合にお願いする部分がありまして、そこ

が結構ダブっている部分があります。それから、福祉の関係で例えば介護認定審査会と今回の

障害者の審査会とどうしてもこれがダブるとか、そのほかにやっぱり福祉の有識者としてどう

してもというような部分があるのです、どうしても。二つだけということで、ここで決めると

いうことはなかなか難しいのですけれども、言われている趣旨は十分理解できますので、原則

として二つがいいのか三つがいいのか、これは別といたしまして、原則的なものはつくりたい

なというふうに思っています。ただ、そこから外れる部分はどうしても分野によっては出ます
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ので、その辺はご理解をいただきたいなというふうに思います。 

〇委員長（及川  保君） 13番、斎藤征信委員。 

〇13番（斎藤征信君） 斎藤です。107ページの役場庁舎の管理なのですが、委託料、この委託

をしているものが相当数あるわけですけれども、前回からずっと話し合っているようにここの

役場庁舎内も指定管理という形でこれは考え……一部指定管理者制度を導入するとか、そうい

うようなことというのは考えられるのかどうなのか、そのあたりの考え方をひとつ伺っておき

たいというのと、それから115ページ、同じく役場庁舎の改修事業なのですが、庁舎の北棟屋上

の防水工事、昨年も400万円ぐらいかかっているのですが。ということは、役場庁舎もかなり古

くなっていますので、改修しなければならない部分たくさんあるのだろうと思いますけれども、

この屋上の防水工事、これで完了なのか、まだまだかかるのか、そのあたり教えてください。 

〇委員長（及川  保君） 高畠政策推進室参事。 

〇政策推進室特命担当参事（高畠 章君） 最初の委託料の関係でのご質問ですが、指定管理

者制度を適用してできないのかということなのですが、実は公の施設、指定管理者制度が対象

としておりますのは地方自治法上の公の施設なのです。この公の施設というのは、住民が利用

するもの、それから行政が設置したもの、住民の福祉の向上に寄与するもの、この３点がセッ

トになって初めて公の施設になるというふうに規定されております。そのことから、役場の庁

舎というのは、これは行政が事務をとる、執務をするということで消防の庁舎などと同じよう

に考えられていまして公の施設ではないのです。ですから、地方自治法で規定する指定管理者

制度というものは導入して管理できる施設にはなっておりませんので、その辺ご理解いただき

たいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 白崎総務課長。 

〇総務課長（白崎浩司君） それでは、私の方から２点目の115ページの工事請負費の関係なの

ですが、今回の内容は記載のとおりなのですが、庁舎の議会棟の屋上の防水シートの張りかえ

と、それから転落防止用の手すりの改修の工事内容です。この工事につきましては、ご質問の

中にもありましたけれども、昨年も同様な工事をやっていまして、17年、18年度の２カ年工事

ということで年度を分割しまして分けて計上させていただいて、18年度で、これで終わるとい

うことになっております。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） 13番、斎藤征信委員。 

〇13番（斎藤征信君） 斎藤です。あと１回だけ。役場庁舎が指定管理者制度の中の公の施設

には入らないのだという考えだということなのですね。ということは、役場庁舎内にはそうい

う指定管理者制度というのは持ち込めないと、この役場庁舎の中には。部分的に清掃をするだ

とか、電気機器の管理をするだとか、そういう部分的なものも入らないのだというふうに解釈

してよろしいかどうかということをもう一回伺いたいと思います。 

 それから、改修工事についてはよくわかりました。実際には建てかえることができない限り、

相当古くなっていますから、改修事業の費用というのはこれから先も相当かかっていくだろう
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ということはわかります。そういうことからいうと、建てかえるよりも我慢しながらでも改修

しながらやっていくということで仕方がないというふうに思うのですが、その見通しといいま

すか、どのぐらい金をかけていくのか。そういうことは関係なく、その都度不都合になった部

分だけずっとこうやって直していくのか、ある一定の見通しを建てて改修していくのか、その

あたりのお考えはどうでしょうか。 

〇委員長（及川  保君） 高畠政策推進室参事。 

〇政策推進室特命担当参事（高畠 章君） 役場の庁舎というのは、指定管理者制度が導入で

きる対象の施設ではないということで、一部の業務についてもそういう制度を導入できる施設

にはなっていないということでご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 白崎総務課長。 

〇総務課長（白崎浩司君） 今後の改修見通しといいますか、そういうようなご質問だと思い

ますけれども、相当庁舎自体が老朽化されてきているというような中では庁舎の建てかえ、そ

れができれば一番こしたことはないというふうに思っていますが、非常に厳しい状況の中でそ

の見通しも立たない中では、今後も雨漏り等々が出る部分ではこういう手だてで改修せざるを

得ないのかなというふうに思っています。果たして今後何年ぐらいということになると、ちょ

っと明確にはお答えできないような状況ですので、ご理解願いたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） ４番、鈴木宏征委員。 

〇４番（鈴木宏征君） 済みません。何点か質問をさせていただきます。 

 まず、107ページの（４）の共通通信運搬経費なのですが、その18節ですか。備品購入費なの

ですけれども、これ去年もこのシステム変更ということで同額ぐらいの金額が計上されていた

のですが、これの中身なのですけれども、どのように……債務負担行為の中にあるのかどうか、

ちょっと何をやっているのかわからないので、あるかどうかもちょっとチェックもできなかっ

たのですが、ここら辺ひとつ教えてください。 

 それと、次の109ページなのですが、職員研修経費なのですが、これも私去年も同じようなこ

とを聞いているのですが、接遇の研修なのですが、もしことしの研修の計画がどのようなもの

があるのかということがありましたら、計画がありましたら教えてください。それと、去年も

６月ぐらいに接遇のハンドブックですとか、そういうものがもうそろそろできるとかという話

も聞いていました。それと、ご意見箱をそれにあわせて設置を検討するというようなことも聞

いていたのですが、そこら辺がどういうふうになっているかということをお聞きしたいと思い

ます。 

 それと、もう一つなのですが、113ページの（11）の情報化推進経費のこれも備品購入費なの

ですが、これも去年も同じように備品購入費という形でのっているのですが、これは物がどう

いうもので、これずっと永久にこういう備品購入費というものは続けていかなければならない

ものかどうか、それとも何か計画的にあってそれのものなのかどうかということを、ちょっと

この３点ですか、についてお聞きしたいなと。 

〇委員長（及川  保君） 白崎総務課長。 
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〇総務課長（白崎浩司君） 大きく３点ほどありました。107ページの備品購入費、施設用備品

なのですが、中身は電話交換設備の更新事業の年賦金でございます。備荒資金で購入した分の

５年間の年賦ということで、今年度計上させてもらっています。 

 それから、２点目の109ページ、職員の研修の件です。鈴木委員さんの方から昨年も同様なご

質問をいただきまして、まず接遇の研修につきましては次年度の計画ということで接遇の部分

は、17年度も実施しておりますけれども、今考えているのは中堅職員で住民対話と接遇のレベ

ルアップコースということで、全員が一斉にということにはならないので、数年次に分けて接

遇の研修を行いたいというふうに思っています。 

 それから、職員向けのハンドブックなのですが、職員にはさきにご意見箱というお話もあり

ましたけれども、一月か二月、庁舎の方に、主に窓口の方にご意見箱を置いていただいて、来

られた住民の方に、いわゆる接した職員の対応だとか、話し方だとか、そういうような意見を

聞きまして、それを取り入れまして、集約しまして、今回接遇のマニュアル、職員用のこれを

つくりまして職員全員の方に、これは印刷しないで掲示板の方で職員が出せるような形をとっ

て職員全員に配付させていただいております。今後も独自の研修マニュアルですから、これを

生かして研修を当然行ってもらって、それから４月の頭には当然新規採用職員もありますので、

そういう中では同一な形で接遇のレベルアップを図っていきたいというふうに思っております。 

 それから、３点目の113ページの備品購入、これも先ほどの電話機と考え方は同様なのですが、

学校のパソコンの５年の賃借の年間分ということで計上させてもらっています。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） ４番、鈴木宏征委員。 

〇４番（鈴木宏征君） わかりました。一つだけ、やはり町長の一般質問でしたか。職員の接

遇が町民のアンケート調査や何かを見てもかなりお褒めの言葉をいただくようになって、非常

にこの点については私もずっとこの接遇の話をしていますので、非常にいい傾向だなというか、

皆さんが頑張っていただいている結果として評価していただけるということについては非常に

うれしい一人なのですが、やはりこれは継続だと思うのです。１回そこまでいったからといっ

て、安心してしまって、ちょっとやっぱりやらないと、またそういうふうになってしまうとい

う可能性もありますので、もとに戻ってしまうという可能性もありますので、やはりこれはか

なりもっともっと進めていくことだと思うのです。ぜひこれからもこの接遇の研修については

力を入れてやっていただきたいという要望をしまして、終わります。 

〇委員長（及川  保君） 白崎総務課長。 

〇総務課長（白崎浩司君） 今言われましたとおり、研修は即効薬はありますけれども、やは

り継続して何度も研修をしていくと自分の身につくというような研修もございます。接遇は、

どちらかというと今言った部分の後段の部分になろうと思います。新人で入ったとき、あるい

は４年、５年たったとき、あるいは自分が部下を持ったとき、あるいは管理監督者になったと

き、それぞれの立場での職員の接し方、お客様の接し方は当然違ってきますので、それはどう

いう年代、どういう役職にあろうともやはり接遇は継続的にそのポジション、ポジションでや
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っぱりしていかなければならないと。決して入ったときに１度受ければ、それですべていいよ

という中身では当然ございませんので、そういう中では進めていきたいというふうに思ってい

ます。 

〇委員長（及川  保君） ９番、吉田正利委員。 

〇９番（吉田正利君） ９番、吉田です。109ページの町職員の採用試験の共同印刷システム、

このシステムの内容についてお知らせいただきたいと思います。 

 それから、111ページの住民基本台帳ネットワークシステムの保守料の内容について説明いた

だきたいと思います。 

 その欄で、新住民管理情報システムの内容についてお知らせいただきたいと思います。 

 113ページ、印刷製本費、これ前に説明受けたような気もするのですが、昨年ゼロ、ことし648

万1,000円になっておりますが、この内容について説明いただきたいと思います。 

 以上。 

〇委員長（及川  保君） 白崎総務課長。 

〇総務課長（白崎浩司君） 何点かありますので、１点目の109ページの職員の採用試験の共同

印刷なのですが、職員の採用は今までは町村会が主催になりまして、胆振管内の合同試験にな

るのです。そのときに試験用紙を、胆振町村会の方でいわゆる同じ試験用紙といいますか、そ

れを合同で購入するというようなことなものですから、白老の分は白老の分でそのかかった経

費を町村会の方にお支払いするというような中身でございます。 

 それから、次の111ページの新住民管理情報システムなのですが、そもそも住民情報の基幹、

基幹ということは根っこになるということで、住民の例えば転入、転出、死亡というような異

動、それから住民の氏名、住所、生年月日、そういう情報を新住民情報システムということで

入れています。そこから例えば税だとか福祉だとか、保育料も給食費も住宅もということで、

各部署で課税をする、個々に課税しますけれども、その基礎データとなるものを新住民情報シ

ステムということで入れております。 

 さきのご質問あった中では、保守点検ですが、それの月々の情報データ管理を保守をしてい

ただくということでございます。 

 それから、もう一つ、新住民情報システムの方は……少々お待ちください。新住民情報シス

テムは、今回は先ほど言ったとおり住民の基礎データが入っていますけれども、それが平成10

年から18年までで賃借期間が終わります。今回平成19年から24年までということで、新しくそ

ういう情報管理システムの賃貸の契約を結ばないとだめなのですが、18年の３カ月間というこ

とは、19年の１月から２月、３月は旧システムと新システムの運用をスムーズにいくように併

用運用期間を設けまして、その中で３カ月ダブらせていきたいなというふうに思っているもの

ですから、今回新住民管理情報システムの部分の保守管理、これも入れているというようなこ

とでございます。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） 五十嵐町民課長。 
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〇町民課長（五十嵐則夫君） 同じ委託料の中で、住民基本台帳ネットワークシステムの保守

の関係、ご質問あったかと思いますけれども、この件についてはその後の方にネットワークシ

ステムの委託料というのがまたあるのですけれども、上の保守料の方は全国を今ネットワーク

で結んでいますよね。これのいわゆる保守点検、ハードの方の保守料です。後段の方はソフト

の部分、いわゆる中のシステム、これらの保守料というか保守点検委託料と。二つに分かれて

いるということでご理解をいただければと思っています。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） 山本経営企画課参事。 

〇経営企画課契約財産管理担当参事（山本憲次君） 103ページの印刷製本費の関係なのですが、

内容といたしましては、これは複写機等の消耗品、コピー用品でございます。その中には普通

のコピー用紙だとか、財務会計用紙等がございます。そのほかにデジタル印刷機消耗品費とい

うことで、これは昔はオフセット、こういうたくさんのものを印刷する場合のオフセット機械

をデジタル印刷機ということで変えております。それの使用料だとか、黒インク、ペーパー等

の消耗品等でございます。それと、印刷製本費の中のそのほかに大型図面の複写機、図面を焼

いたり、そういうものの使用料金等でございます。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） ９番、吉田正利委員。 

〇９番（吉田正利君） ９番、吉田です。町職員の採用試験の関係についてはよくわかりまし

た。ただ、これは白老町の職員採用に当たって、人数に関係なく負担金というのは毎年同じく

取られるのでしょうか。昨年から見ると、これは余り変わっていないと思うのでございます。

その１点です。 

 それから、住民基本台帳ネットワークシステムの保守料の関係なのですが、昨年から比べる

とことしアップしていますね。これは、保守料そのものについてもいろいろと事情はあると思

うのでございますが、含めて毎年もし改正する時点では、やはりある程度価格交渉、その他の

問題について打ち合わせ、値下げすべきだと思うのですが、この点についてはどうなっている

のか、ひとつお伺いをしたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 白崎総務課長。 

〇総務課長（白崎浩司君） 先に１点目のことに対してお答えをいたします。 

 金額がそんなに変わっていないよということなのですが、これは採用人員ではなくて応募人

員でありますので、大体100名ぐらい毎年来ると、白老に。それですから、採用人員はその年に

よって変わってきますけれども、応募人員の試験にかかった言ってみれば紙代なものですから、

応募人員はそんなに毎年毎年変わっていないというようなことで、このぐらいの金額、例年同

様の金額になるということでご理解願いたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 五十嵐町民課長。 

〇町民課長（五十嵐則夫君） 住民基本台帳ネットワークシステムの保守料の件ですけれども、

まことに申しわけありません。前年より少し上がっているということのお話でしたけれども、
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昨年の数字、申しわけありません。私ちょっと持ち合わせていませんので、後ほどご答弁をし

たいと思います。よろしくお願いします。 

〇委員長（及川  保君） ２番、熊谷雅史委員。 

〇２番（熊谷雅史君） ２番、熊谷です。111ページ、情報化推進経費、これ全般にわたること

だと思うのですが、先般ではなくてここ数日、情報流出ということでウィニーのソフトの問題

がマスコミで取り上げられております。当然役場においても今各委員から議論のあるこういう

システム上の大事な各データ、この流出についてのセキュリティーについてちょっとお伺いし

たいのですが、当然この問題については保守点検だとか、いろんな委託料のところで入ってい

るとは思うのですけれども、具体的にどういう対応をしているのかということが１点、それか

ら各職員がお持ちになっているパソコン、これのデータ管理、このことについてどういうふう

になっているのか、この２点ちょっとお知らせを願いたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 暫時休憩します。 

          休憩 午前１１時１０分 

                                           

          再開 午前１１時２８分 

〇委員長（及川  保君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ２番、熊谷委員の答弁をお願いしたいと思います。 

 五十嵐町民課長。 

〇町民課長（五十嵐則夫君） 吉田委員の質問に対して答弁保留がちょっとありましたので、

その点を先にやらせていただきます。 

 住民基本台帳のネットワークシステムの保守料が昨年と比較して上がっている、それらの経

過はというお話でしたけれども、まさに今熊谷委員からお話のあったセキュリティー対策を行

うために25万2,000円ほど上げるという状況でご理解いただければと思っています。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） 白崎総務課長。 

〇総務課長（白崎浩司君） 熊谷委員さんのご質問の中のいわゆる情報のセキュリティーの問

題と、それからデータの管理というようなお話がありました。時間をいただきまして申しわけ

ございません。 

 情報のセキュリティーにつきましては、役場の中に白老情報化推進会議というものを設けて

おりまして、その中にも総務省の指示項目のいわゆる行政情報のセキュリティーということで、

白老町行政情報セキュリティーポリシーというものを設定しまして適正に管理しているという

状況です。具体的には、例えばパスワードを３カ月に１遍は変えるというような対応をとって

いますし、それから基本的には個人のパソコンは使っていないというようなことなものですか

ら、個人情報は入れないというようなことになっております。それから、データの管理につき

ましてもファイルサーバーを設けて適切に管理しているというようなことと、それから私はち

ょっと余り詳しくありませんが、ウィニーを使っていないということで情報の流出はないとい
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うようなことで対応をしております。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） ２番、熊谷雅史委員。 

〇２番（熊谷雅史君） 状況は想定していた返答だなというふうに思っています。確かに便利

なようなパソコンなのですけれども、一つ間違えれば針の一穴というか、これぐらいはいいだ

ろうと思ってアクセスしたものが大きな間違いにつながるという可能性が大きいと思います。

確かに重要なデータを管理しているのは、決められたパソコンでやられていると、これは当然

だと思います。ただ、職員が持っている卓上の通常業務のこれも個人情報が入る可能性はあり

ますよね。当然フォルダに蓄積はしていると思うのです、様式だとかを含めて。それに個人情

報も含まれる部分があると思うのです。この辺の管理体制、確かに内部でそういうのを指導を

する機関がありますよといっても、これは個々人のモラルの問題になってくるのかなというふ

うに思います。 

 それで、変な話なのですけれども、ＣＤ―ＲＯＭ、それからフロッピーディスク、これにや

っぱりデータを、やっぱりファイルを蓄積して管理されている方もいらっしゃると思うのです

けれども、その持ち出し状況ということについての注意事項というのはどのようになっていま

すか。それだけちょっと教えていただきたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 白崎総務課長。 

〇総務課長（白崎浩司君） 今言われたとおり、いわゆるハード面といいますか、機器類のセ

キュリティー対策というのは、先ほどもありましたけれども、ある程度の危機対策ということ

でお金をかければできるという部分はあります。当然今後といいますか、もう一方は人の管理

ですよね。当然ハードをやったとしても個人の情報を入れているのは職員ですから、職員のそ

ういう意識ということで言えば、先般も情報セキュリティーの研修、職員向けの研修を実施し

たというようなことで、当然その中に職員のモラル向上ということでの研修は行っております。 

 先ほど個人の情報云々と言いましたけれども、いわゆる個人ごとに先ほどもちょっとご答弁

申し上げておりますけれども、パソコンそのもののパスワードを変えていると、個人のパスワ

ードを変えているということで、人のパソコンのところには入れないということで、個人のデ

ータ管理はいわゆるそういうものを含めてパスワードを変えているということで、個人の情報

のところにはなかなか入れないと。なかなかというより、入れないということです。 

 それと、先ほど言ったポリシーの中にもいわゆる情報を持ち出さないというようなことも規

定しています。ただ、規定していればそれで済むかということではなくて、やはり研修等を通

して個人の、住民の、あるいは職員のデータを外に出さないということではしっかり指導して

いきたいというふうに思っています。 

〇委員長（及川  保君） ５番、玉井昭一委員。 

〇５番（玉井昭一君） ５番、玉井です。109ページの19節、北海道市町村職員福祉協会363万

8,000円の中身を説明していただきたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 白崎総務課長。 
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〇総務課長（白崎浩司君） ちょっと今手元にありませんけれども、端的に言うと職員の福利

厚生事業といいますか、個々の事業はちょっと今押さえていませんけれども、福利厚生事業を

行っているということでございます。ちょっと中身は押さえておりません。 

〇委員長（及川  保君） 後で…… 

〇総務課長（白崎浩司君） ちょっと時間いただけますか。 

〇委員長（及川  保君） 後で答弁ということでお願いします。 

 そのほかありませんか。ありませんね。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） それでは、次に移ります。 

 116ページ、２目姉妹都市費から125ページの８目車両管理費まで質疑を受けたいと思います。 

 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。一つは、119ページ、これは簡単に。健診のことがい

つも取り上げられるのですけれども、町立病院の待合室というのですか、それが完成した折は

これはふえるような状況になるのかどうか、それとも全く違うのか、ちょっとそこら辺を一つ。 

 それと、もう一点、123ページの職員住宅管理費の関係なのですけれども、どれぐらいあって、

どれぐらいあいているのか。消防を含めてどういう状況になっているのかということがちょっ

とひとつ知りたいのです。それが他に転用できないのかどうかということを含めて聞きたいも

のですから、そこら辺は消防の宿舎を含めてどれぐらい、あきの状況がどうなっているのかと

いうことがわかったら。そんな正確でなくてもいいです。 

〇委員長（及川  保君） 白崎総務課長。 

〇総務課長（白崎浩司君） １点目の総合健診というのは健診のことですが、先ほど言われた

とおりこの部分については毎年ご質問も受けている部分でございます。その中では、町立病院

の受け入れ態勢がということでお話はさせてもらっているのですが、今町立病院の方では……

ではというよりも職員の対象者の大体11％ぐらいが町立病院でということで、30名くらいが町

立病院で受けています。昨年もお答えしていますけれども、町立病院の受け入れ態勢で例えば

週１回だよとか、それから人数の制限があるよというようなことできて、あるいはもう一つは

職員の自分の過去のデータが、他の病院で引き続いてできるものだから、そちらの方に行って

いる部分もありますよというようなお答えをしていますが、今後町立病院の方で受け入れる人

員だとか、それからそういうドックをする体制が整ってくれば、職員も当然前にもお話しして

いますけれども、３カ所ある中で町立病院の利用を促進をしていきたいというふうに思ってい

ます。 

 それから、住宅の関係ですが、下水とか消防を含めて総数としては45戸です。一般職員の住

宅用ということで、職員係がといいますか、総務の方で一般職員が入れる部分については大体

全戸入っています。ただ、消防の宿舎の方では、正確ではないですが、消防宿舎の方では四つ

か五つぐらいが今空き住宅ということになっております……済みません。３カ所です。 

〇委員長（及川 保君） 14番、大渕紀夫委員。 
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〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。意外とあいていない。緑町公住のあそこに職員住宅

があるけれども、あそこはみんな入っているのですか。そうですか。通ったときに何か入って

いないような感じがしたものですから、それでちょっと今聞いた。要するに今公営住宅がなか

なか大変ですから、わからないで言っているのですけれども、そういうものだとか、それから

教員住宅がかなりあいているような気がしているのです、自分では。そういうところを、もち

ろん転勤してきたら入れるとか、いろんなことはあるのでしょうけれども、そういうものを例

えば公営住宅のような形で転用できないものなのかどうか。一戸でも二戸でもそういう形で入

ることができれば、役場の職員さんが入っているところは、それはそれで結構ですけれども、

入っていないところ、僕は緑公住は何か冬通ったら、余り足跡ないところ結構あったから、大

分入っていないのかなと思ったら、そうでもないのだ。そういうところを転用するということ

は、教員住宅を含めてなかなか難しいものなのですか。 

〇委員長（及川  保君） 三國谷助役。 

〇助役（三國谷公一君） 今のご質問の件なのですけれども、私どもも今一般の方々がなかな

か公営住宅に入居できないと。公営住宅が不足しているという状況の中で、今委員おっしゃら

れましたように一般の職員の方は割と入っているのですが、今言った消防の職員の特に小学校

の横にある住宅、２棟８戸中３戸あいていますので、例えばそこでやりくりして、４戸建て二

つですから、４戸建ての方に集約して、１人余りますけれども、どこかの職員住宅に行くとか

とすれば、例えばそこで４戸あきが出るとか、それから社台にも教員の住宅、あいている住宅

がありますので、その辺のやりくりをして何とか一般の町民の方にも開放できないかと。ちょ

っと細い整理をしなければならない事項は別ですけれども、そういうことを今検討中でござい

ますので、今後十分その辺も検討してまいりたいと考えています。 

〇委員長（及川 保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。今のあれでよくわかりました。法律的に余り問題な

いようですから、今の答弁では。 

 それで、できればやっぱりそういうことを臨機応変にできるような仕組み、頭も含めて臨機

応変にそういうことができるような仕組みにしていくということが今の行政で言えばかなり大

切かなと私は思いますので、ぜひそれは可能な範囲、職員の皆さん方の住宅ですから、その人

たちが困るのではこれは困りますから、そうではなくて臨機応変に考えられるものであれば、

やっぱりそれは最大限利用するというようなふうにしてひとつ進めていただきたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） ９番、吉田正利委員。 

〇９番（吉田正利君） ９番、吉田です。119ページの広報活動費についてお伺いいたします。 

 今回２色刷りの関係でこのようになったと思うのでございますが、この契約内容について、

簡単でいいのですが、お知らせいただきたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 岩城経営企画課長。 

〇経営企画課長（岩城達己君） 契約内容のご質問でございますが、地元２社と入札をこれか

ら行いたいということで、それぞれ見積もりをいただいた中で見積額を設定した後、入札行為
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によって実施したいと、こう考えております。 

〇委員長（及川  保君） ９番、吉田正利委員。 

〇９番（吉田正利君） 各月報のページ数の増減については、どのようなお考えを持っており

ましたでしょうか。 

〇委員長（及川  保君） 岩城経営企画課長。 

〇経営企画課長（岩城達己君） 毎月の広報のページ数が現在、平成17年度までは22ページご

ざいまして、そこから６ページ減しまして16ページで今後進めたいと、こう考えております。

主な削減されるページ数というのは、特に企画記事といいましょうか、特集が結構６ページぐ

らいに及んでいた部分がございますので、そこのページ数を少し減らしたいという部分がござ

います。一番町民から関心の多い項目、お知らせですとか、今月の行事はこんなことがありま

すと、そういったところは残そうということで、いろいろ町民のご意見をいただいて充実して

ほしいというところは極力守っていきたいということで、特集記事も簡略化して何を伝えたい

かということは、きちっとそこの本旨は残してページ数を少し減らしたと、こういう内容にな

っております。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） ９番、吉田正利委員。 

〇９番（吉田正利君） わかりました。先般ちょっと耳にしたのですが、町広報に広告掲載の

話が出ておりましたけれども、この件についてはいかがお考えでしょうか。 

〇委員長（及川  保君） 岩城経営企画課長。 

〇経営企画課長（岩城達己君） ただいま検討中といいましょうか、いろいろ広告代理店を通

すケースと直営でやるケースと、それから先進的に行っているところなんかをちょっと勉強を

させていただいて、さらに１月、２月にかけまして町内の事業所さんの方にアンケートを出し

まして、実際広報紙の方にこういう広告を載せることに対して載せたいという意向はあるかと、

こういうことの調査を行いました。多くの方が載せたいというご意見をいただいておりますが、

単価の面はできるだけ安くしてほしいという、こういうご意見もあります。そのスペースの確

保も含めまして、今これから実施に向けていろいろ要綱を設置したりとか、諸課題がございま

すので、そういう部分を整理した後、18年度中にはこのことは実施したいと、こういうふうに

考えております。できるだけ早く進めたいと、こう考えております。 

〇委員長（及川  保君） ４番、鈴木宏征委員。 

〇４番（鈴木宏征君） 125ページです。（１）の共用車等管理経費の中の18、これも備品購入

費なのですが、自動車を購入すると思うのですけれども、購入するルールというのですか。教

育委員会の方も見ますと、ここでは年賦金で購入した金額を払っているので、これは何か分割

で購入しているのかなと思うのですが、今回は一括ですよね。違うのですか、これ。そこら辺

ちょっとお願いします。 

〇委員長（及川  保君） 白崎総務課長。 

〇総務課長（白崎浩司君） ご質問の125ページの備品購入費、中身は町長公用車です。これも
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先ほどのご質問、他の件でのご質問と同様に備荒資金で昨年買いまして５年のリースというこ

とで、それの単年度分ということでその償還金５年の、17年から21年度までの18年度分を計上

させてもらっているということでございます。 

〇委員長（及川  保君） 16番、谷内勉委員。 

〇16番（谷内 勉君） 16番、谷内です。先ほどありましたけれども、職員の健診についてな

のですけれども…… 

〇委員長（及川  保君） ページを言ってください。 

〇16番（谷内 勉君） 済みません。119ページです。職員の定期健診についてなのですが、定

期健診については、これは全員当然受診するようになると思うのですが、その下に総合健診あ

りますね。これは人間ドック、こっちの方は多分任意だと思うのですが、この任意で受診され

ている方はどのぐらいおられるか、ちょっとお願いします。 

〇委員長（及川  保君） 白崎総務課長。 

〇総務課長（白崎浩司君） ただいまのご質問の健康診断ですが、１行目の定期健康診査は40

歳未満の者、職員の40歳未満の者が事業所として当然受けさせるということで対象は143名です。

それから、二つ目に言いました総合健診、これは任意でなくて40歳以上の者が毎年人間ドック

に行くということで、これも対象が278名となっております。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） そのほかありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇総務課長（白崎浩司君） なければ…… 

〇委員長（及川  保君） 白崎総務課長。 

〇総務課長（白崎浩司君） 最後に、先ほどちょっと保留させていただきました福祉協会の概

要なのですが、さっき福祉の増進ということで福利厚生ということでお話ししましたが、ちょ

っと具体的には事業としては現職者に対しては先ほど言った福利厚生事業と、それから育英資

金の貸付事業、それから一般資金の貸付事業、それから退職者に対しては医療給付事業、それ

から福祉年金事業、それから現職、退職者とその配偶者及び子供に対しては生命共済事業とい

うことで、個々具体的な事業はこういう現職者、それから退職者、それからそれの配偶者とい

うことで事業を実施してございます。 

〇委員長（及川  保君） ほかありませんね。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） では、次に移ります。 

 124ページ、９目企画調整費から153ページの17目諸費まで。 

 12番、吉田和子委員。 

〇12番（吉田和子君） 12番、吉田です。131ページの交通安全対策、それから135ページの防

犯対策について伺いたいと思います。 

 まず、131ページの交通安全対策なのですが、幼児、それから小学生に対しての交通安全指導
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体制はどのようなことに観点を置いてされているのか、どういったところに力を入れてやって

いるのか、その点について伺いたいと思います。 

 それから、もう一つの方なのですが、全国的に幼児というか、小学生の低学年等をねらった

事件が多発しまして、かなり白老町としても各団体からの寄付とか、それを安全対策に使って

ほしいということで、そういうこととか、それからボランティアによる通学路に立っての指導

だとか、そういったことがかなりされていると思うのですが、町でどれぐらいのボランティア

団体が参加しているのか、どれぐらいの団体からそういう寄付行為があって、どういうものに

使われたのかということがおわかりになれば教えていただきたいと思います。 

〇委員長（及川 保君） 長内総務課参事。 

〇総務課交通防災担当参事（長内正男君） 交通安全対策についてのご質問でございます。幼

児、小学生にどういうような交通安全についての指導をしているかというご質問でございます。

各保育所、幼稚園の園児に対しましては、交通安全こぐまクラブというのを開催してございま

す。これは、各保育所、幼稚園で年10回ほどこの指導をお母さん方と一緒に幼児にしていただ

いております。そういう中で、特に園児に対しましては飛び出しに注意するというようなこと

でこぐまクラブで指導しておりますが、この指導につきましては紙芝居ですとか、現地に出て

指導しているということで、これらの指導を実施をしてございます。 

 それから、各小学校の低学年児童、また高学年に対しましても、特に児童生徒については自

転車に乗る機会が非常にふえてございます。そういうようなことで、青空教室ということで現

地で信号機を使いましての指導等をしてございまして、そういうような指導を重点的に行って

いるというのが現状でございます。 

 以上でございます。 

〇委員長（及川 保君） 山崎教育長。 

〇教育長（山崎宏一君） ちょっと課長が不在なものですから、私の方から答弁をさせていた

だきます。 

 子供を守るみんなの目ということで、一連の昨年のいろんな悲惨な事故から各学校、また地

域、各団体にあのようなことが今後起こらないようにということで日常的にも通学路を含めて

指導をしていただいております。そういう中で、金額的なものも含めてお話をさせていただき

ますけれども、現在幸いにも６団体から31万円のご寄付をいただいております。それは、一連

のいろんなステッカーをつくったり、また青色の回転灯、そういうものを購入するというもの

に主として使わせていただいております。ですから、現在は各小中学校を初め、お店だとかい

ろんな企業、そういうところにポスター等々を張らせていただいております。また、特に各学

校においては今話したようにＰＴＡ等々の方々が自主的にやっていただいております。また、

各地域ではジャンパー、これらを自分方の団体で購入して配付をしているという団体もござい

まして、非常にこのことについては各地域全般的に協力をいただいているという状況にござい

ます。 

 以上でございます。 
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〇委員長（及川 保君） 12番、吉田和子委員。 

〇12番（吉田和子君） 交通安全対策で、本当に幼児期、保育所とか幼稚園はそういうことを

されているので、それでこういうデータなのかなとちょっと思ったのですけれども、ちょっと

気になるデータがあったのです。今回道警の交通事故の2001年から05年においての小学生の交

通事故の状況が出てきたのですけれども、小学校の１年生の割合がかなり高いということなの

です。32％で、最も多い月が５月、６月、７月だということなのです。死亡者、01年から05年

まで10人いたというのですが、そのうちの６人が１年生だったということなのです。そういう

ことで、その飛び出しも私たちもよく運転していてどきっとすることたくさんあるのですが、

運転手から見たら左側からの飛び出しが大変多いと。事故のうちの60％がそれであると。そう

いうデータを見たときに、私は幼児期は割とそういうことでの指導は徹底されているのですが、

１年生が多いということはちょっと解放感があって、大人になったという部分もあると思うの

ですが、そういった部分ではちょっと、私は小学校の自転車のをやっているというのは聞いて

いたのですけれども、そういった指導がやっぱり低学年の場合には、高学年になればずっと少

なくなっているということなのですが、そういうことであれば低学年のもう一度そういうきち

っとした指導をしていくときに、そういうデータだとかも見ながら、必要なものをそのときに

やっていくということが必要ではないかなというふうに思うのです。それが１点。 

 それから、防犯の方は地元ボランティアの方々が大変多いということなのですが、これはや

っぱり持続していただかなければならないのではないかなというふうに思うのです。そういっ

た面では、ボランティアですから、町の支援の必要性というのは今はなくて継続できる可能性

があるのかどうなのか、その点だけちょっと伺いたいと思います。 

〇委員長（及川 保君） 長内総務課参事。 

〇総務課交通防災担当参事（長内正男君） 今の小学校１年生の児童に対する指導の徹底とい

うお話でございました。それで、当然先ほども申しましたように、こぐまクラブの対象とする

児童さんにつきましては、ご父兄さんもおいでになっておりますので、そういう中でまず要す

るにお子さんが小学校に入った場合については、まず小学校のお子さんが通う通学路について、

お母さん方も一緒になって１回見てみてくださいと。そういう中で、どこが一番要するに危険

なのかということをお子さんと一緒に歩いて再検討してくださいというお話をしてございます。 

 それから、ちょうど小学校に入学する時期につきましては、春の交通安全運動の時期にぶつ

かります。そういうようなことで、交通指導員をこの期間中、要するに各通学路に立てまして、

児童生徒については飛び出しに注意をしていただくということを最優先にまず指導をしていっ

ているというのが現状でございます。そういうような中で、先ほど申しましたようにお母さん

方につきましても極力お子さんと一緒になって指導をしていただくということをこれからもお

願いしてまいりますし、いろんな機会をとらえてこの飛び出し、そういう交通事故の絶滅に何

とか努力をしていきたいと、こんなふうに思っております。 

 以上でございます。 

〇委員長（及川 保君） 山崎教育長。 
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〇教育長（山崎宏一君） 今吉田委員さんがおっしゃったこと、これは一過性ではなくて、当

然教育委員会としてもこれは継続していかなければならないというふうに思っております。幸

いにも本町の場合、防犯協会、また町民の会、また教育委員会で直接やっております青少年セ

ンター等々、たくさんの組織が実はございます。実は、ここへきて私ども課題としての１点が

ございまして、たくさんの組織の中でそれぞれがそれぞれの中でいろいろ活動をいただいてい

るというのは現実でございますけれども、この組織を何とか一つの、一本化にはなりませんけ

れども、風通しのいい、そういうものにしていきたいなということで、この１年をかけまして

いろいろ各種団体のご意見をいただきながら、この組織の見直しをしていって、さらにこれが

有意義な団体になるように、これは課題として今回見直すという方向にございます。ですから、

基本的にはこれは継続していきたいと、もちろん継続していかなければならないというふうに

考えてございます。 

〇委員長（及川  保君） 13番、斎藤征信委員。 

〇13番（斎藤征信君） 135ページ、防犯灯の設置の件なのですが、昨年も10灯新設をして、こ

れからも10灯やっていくという数字になって、去年の答弁からいうと全町で1,450灯ぐらいにな

るのかなというふうに思うのですが、防犯灯は幾つ立てればいいという、そういう定数はない

のだろうと思うのですが、町民からの要望から見てその達成度というのですか、どんなぐあい

になっているのか、そのあたりを伺いたいと思います。 

〇委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

〇生活環境課長（須貝 貢君） 防犯灯でございますが、現在1,457灯ほど設置されてございま

す。これの基準は、各町内会だとか防犯協会だとか、いろいろ要請があった中で、地域の安全

推進員の代表の方々と町の職員とあわせてその場所、要望のあった箇所を見て、これは防犯灯

としてふさわしいのではないかと、これは町内会の街路灯の方で整備した方がいいのではない

かと、こういう振り分けがなされて毎年10カ所程度決まるということでございまして、ただ達

成度、では幾つまでいったらいいのだという部分については、その限界というのは設けており

ませんので、達成度というのは今の段階では出してございません。 

〇委員長（及川  保君） 13番、斎藤征信委員。 

〇13番（斎藤征信君） 斎藤です。わかりました。防犯灯の安全確認なのですが、何か去年倒

れたとか、倒したとか、何かそんなのがあったのではないかと。そういう何か記憶があるので

すけれども、かなり以前から立てていたものがやっぱりもうかなり古くなっているものもある

のではないかと。そういうものの安全確認だとか、必要によっては古いものから立てかえてい

かなければならないとか、そういうような状況はどうなっているのか、お知らせいただきたい

です。 

〇委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

〇生活環境課長（須貝 貢君） 防犯灯については、町内会の方にもお願いして、切れていれ

ば連絡をいただくシステムだとか、それから毎年年に１度うちの方でも全検、点検してござい

まして、切れている状態だとか、立っている状況、電柱添架されているのがほとんどでござい
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ますけれども、そういう状況で調査して安全確認してございます。 

〇委員長（及川  保君） 13番、斎藤征信委員。 

〇13番（斎藤征信君） 私が聞いたのは、電灯が切れているか切れていないかの問題ではなく

て、立っている柱、そういう安全確認なんかはどうなっているのかと。 

〇委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

〇生活環境課長（須貝 貢君） 繰り返し答弁になりますけれども、それとあわせて点検して

いるということでございます。 

〇委員長（及川  保君） 暫時休憩します。 

          休憩 午後 ０時０３分 

                                           

          再開 午後 ０時５９分 

〇委員長（及川  保君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 企画調整費から諸費までの中で、そのほかありませんか。 

 ９番、吉田正利委員。 

〇９番（吉田正利君） ９番、吉田でございます。127ページの移住、定住策についてお伺いい

たします。 

 先般いろいろ協議いたしましたその経過から判断いたしまして、この費用の計画について、

協議会費を25万円引きますと十数万円の旅費だけ残るのでございますが、やはり町の政策とし

てあれだけ出しておきながら、この予算編成でどのような進め方をするのかなという気になり

ます。ひとつその点についてお伺いいたします。 

〇委員長（及川  保君） 高畠政策推進室参事。 

〇政策推進室特命担当参事（高畠 章君） この件に関しましては、一般質問の本当に最後の

方で今の町のこの事業に対する取り組み状況というものをお話ししたかと思うのですが、基本

的にはまだ詳細な部分、取り組みの設計というものがまだできておりません。かと申しまして

も、これは町村間の熾烈な戦いですので、まだ固まっていないのだけれども、必要なところは

手を打たなくてはいけないということで、今回当初予算にはその最小限度の額を計上させてい

ただいております。それで、今18年度、年度途中に詳細の部分決まり次第、年度途中の補正に

て対応したいというふうに考えておりますので、そのようにご理解いただきたいなと思います。 

〇委員長（及川  保君） ４番、鈴木宏征委員。 

〇４番（鈴木宏征君） 131ページの（３）の三好前通りの踏切遮断機設置事業なのですけれど

も、やっぱり将来のまちづくりというのですか。これからのまちづくりを考えると、やっぱり

鉄北と鉄南を横断できるところがたくさんあるということは非常に私も望ましいと思っていま

すし、これが遮断機がつくということで安全対策上非常に好ましい状況になったなというふう

に感じているのですけれども、一方ではＪＲの踏切事故が多いとか、安全対策を考えるときに、

やっぱりああいう小さい踏切を廃止しようという、そういう何か考え方も一方であって、そう

いう話にならないのかなと心配していた一人なのですが、この遮断機がつくということで、そ
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ういう将来的に廃止という話にならないのかどうかということを一つ確認しておきたいと思い

ます。 

 それと、町内であそこの遮断機をつけますと、遮断機のない踏切というのはもうなくなった

のかどうかということをちょっと確認をしたいと思います。 

〇委員長（及川 保君） 長内総務課参事。 

〇総務課交通防災担当参事（長内正男君） 三好通りの踏切設置の関係についてのご質問でご

ざいます。今鈴木委員からお話がありましたように、これらの踏切についてはＪＲの方から、

いろいろ今までの協議の経過がございます。それで、ＪＲとしては第７次、13年から17年まで

の計画を立てたのですが、その時点で要するにこれは３種踏切というのですが、こういう踏切

については廃止したいという方向で協議がございました。それで、その中で町といたしまして

は、財政課長が議案説明のときにお話ししているのですが、通行量をある程度確保していると

いう関係から、町としてはこの踏切については廃止されたら困るということでＪＲの方に要望

してきた経過がございます。それで、今回第８次の踏切の改良というか、そういう計画が進む

のですが、その中でＪＲとしては町がそういう遮断機を設置しないのであれば廃止をしたいと

いうことでの要望がございました。それで、町としては先ほど言ったように、うちの方で通行

量調査しますと12時間で188名の方々の通行があったということからして廃止という形はなか

なか難しいだろうということの中で、18年度で踏切に対して町が負担金を払って遮断機を設置

していただきたいということでの協議が調ったわけでございます。 

 それから、２点目の町内の踏切で遮断機のないところがないのかということでございますが、

現在町内にある踏切については、これですべて遮断機と警報器がついた踏切という形になりま

す。 

 以上でございます。 

〇委員長（及川 保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。125ページの企画調整費の中で、まだ予算は固まって

いないかもしれませんけれども、国、道の仕事の中で、継続的な事業は結構です。継続の中で

も大きく変わっているもの、あと新規事業でやられる予定がありそうなもの、もしわかればお

伝え願いたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 岩城経営企画課長。 

〇経営企画課長（岩城達己君） では、国、道に関係しますので、私の方から何点かお答えし

たいと思います。 

 まず、国の事業でございます。このたびの一般質問にもございましたが、虎杖浜拡幅という

ことでトンネルのオープンカット、ことしは実施設計ということと、それから埋蔵文化財の調

査、これを実施したいということです。 

 それから、同じ国道ですが、竹浦橋、敷生川にかかっている、昨年行政視察で視察いただい

た箇所ですが、ことし上部工を完成しまして、今年度で供用開始したいと、こういうふうなお

話を伺っています。 
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 また、海岸につきましては白老海岸、人工リーフでございますが、２基目の事業促進という

ことで、これはいろいろ１基目、町長の執行方針にもございましたとおり、１基目の水産協調

型の部分で非常に成果が上がってきているということで、これをなお事業の促進を図ってもら

うということが、国道関係ではこういったところでございます。国道、それから海岸です。 

 それから、道の関係です。まず、道道でございますが、白老大滝線、通年通行に向けて今鋭

意努力いただいているところでございますが、残りののり面、特に雪崩等の防止対策、こうい

ったものを事業展開しまして、何とか18年度中には終えたいと、こういう話を伺っております。

通年通行の問題がまだ残ってございまして、ことしの冬もかなり通行どめ期間を短く設定して

いただいて12月末ぐらいまで、ぎりぎりまで通せるように実施に向けての調査も行っていただ

いておりますが、この辺もことしの事業展開ではっきりしてくるのかなというふうに思ってい

ます。なお、私どもも総力を挙げて通年通行のことを要望しておりますので、この辺も声を大

きくして要望は引き続き行いたいと思います。 

 それから、行政区域内ということで、倶多楽湖公園線という倶多楽湖に行く道路でございま

すが、いつもちょっと大雨が降るとのり面が崩壊して落石の危険があるということで防護ネッ

トというものを張ります。これは、19年度で工事は終える予定というふうになっています。 

 一方、河川の関係ですが、フシコベツ川、ブウベツ川、これらについては事業の促進を図っ

ていくところですが、特にフシコベツにつきましては平成19年度工事完了予定と、こういうふ

うなことで今進めていただいているところでございます。 

 それから、最後になりますが、道事業の海岸でございますが、竹浦海岸、引き続き人工リー

フと、それから海岸の整備を行っていくと。目標としています19年度完成を目指して、今道州

制特区の事業もこの中で防災の位置づけで北海道の方で事業展開していただいております。こ

れらにつきましても事業が終わったその次として虎杖浜海岸に移行していただきたいと、こう

いうこともお願いしているところでございます。 

 今ご質問ありました新規という部分では、既に国の事業という部分では一部防災センターの

お話なんかもさせていただいておりますが、今調査といいましょうか、町長を筆頭にいろいろ

お願いしている部分ではやっぱり４車線化という部分、これが大きな今国の事業として抱えて

いる部分がございますので、この辺も引き続き関係機関に要望してまいりたいというふうに考

えてございます。 

 以上であります。 

〇委員長（及川 保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。一つだけ関連で、道道の萩野のオーバーブリッジの

関係で土地の問題が、トラブルというか、うまくいっていないというのは、これはめどつきそ

うでしょうか。それだけ。 

〇委員長（及川  保君） 煤孫助役。 

〇助役（煤孫正美君） 現場サイドのことですので、私の方でお答えしたいと思います。 

 一時地権者の方にいろいろお話しして、ご協力願って、ある程度のところまでいったのです
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けれども、やはり若干、詳しいことは申し上げられませんけれども、ご家族の中でまだ調整が

つかないというようなことになっております。ただ、それも具体的に一つ一つ調整をするとい

うことで現在進んでおりますけれども、いつということはちょっと若干お話はできませんけれ

ども、そういうふうにして今整理を進めているという状況でございます。 

〇委員長（及川 保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。済みません。それはわかりました。 

 それで、それ１件だけなのかどうかということと、それが終われば工事というか、あそこは

去年土盛りか何かちょっとしたのですよね。始まるのかなと思ったら、それで終わってしまっ

たから、そこら辺はそれ１件だけなのかということと、それが解決すればやれるのかと。そこ

ら辺はどうですか。 

〇委員長（及川  保君） 煤孫助役。 

〇助役（煤孫正美君） 今言われているように、１件だけの問題でございます。 

 それと、事業につきましては先ほど企画課長の方から説明がありました道道白老大滝線の一

環の事業ですので、大滝線の中に含まれた事業になっていますので、その辺が整理がつけば道

道白老大滝線の一環として整備するような形の手順になっております。 

 それと、もう一点は、事前に土盛りしてありましたが、あれはやはり着工がある程度進める

だろうということで、地盤の安定もありましたけれども、そういう形で進めていて、それでち

ょっと間があいたということでございます。 

〇委員長（及川  保君） ２番、熊谷雅史委員。 

〇２番（熊谷雅史君） ２番、熊谷です。広域行政推進事務経費についてお尋ねをいたします。 

〇委員長（及川  保君） ページ数は何ページですか。 

〇２番（熊谷雅史君） ページ数は、125ページから127ページにわたってであります。 

 127ページ、19番目の負担金、補助及び交付金の項目、負担金のところ、いろいろ列挙されて

いますけれども、広域行政ということでこういう負担金をしていろいろ取り組みはわかるので

すが、必要なことは十分理解しているのですけれども、ただちょっと１点だけ気になるところ

があるものですからお尋ねをしたいのですが、千歳・苫小牧地区拠点都市地域整備推進協議会、

この負担金、額としては５万円ですけれども、この協議会の役割というのはもう既にないので

はないかなというふうに思うのでありますけれども、その辺はどういうふうにとらえているか、

ちょっとお聞きしてみたいなと思います。 

〇委員長（及川  保君） 岩城経営企画課長。 

〇経営企画課長（岩城達己君） ただいまの特に千歳・苫小牧地区拠点に関することのご質問

でございますが、ご承知のとおり平成５年８月の17日にこの地域指定を、千歳、苫小牧、恵庭、

早来、追分、厚真、そして白老の３市４町でこの指定をいただきました。この間いろいろな事

業展開をする中で、特に近年ではイオルがこの地域に、白老に指定されたというのもこの拠点

都市が白老に指定されているという部分が大変大きな部分があったと思います。 

 それで、終えんしたのでないかというようなご質問でございますが、この拠点都市のそもそ
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もの目的は大きく三つございまして、一つは単独事業で行っている部分、後年次に地方交付税

の措置があるという部分が一つございます。それから、この拠点都市というのは東京一極集中

型を変えて地方に都市機能を持っていこうと、こういう中で地方の自立的な成長、そして定住

策につなげていくと、こういったことの柱も二つ目にございます。それから、３点目に空港や

港湾、こういったものを活用した地域事業を展開していくと、こういうことがございますので、

例えば国道36号、まさにこの３市４町にかかわってくる札幌、室蘭間の道路、こういったもの

の拡幅ということもこういう拠点の位置づけがございますし、それからよそのまちではまだ下

水道整備が進んでいないと。そういうところもこういう拠点都市の位置づけによって事業が促

進されるというまちもございますので、白老だけが退会すると、こういうわけにもいきません

し、やはり拠点の目標、目的に沿った事業でさらに今後進めていきたいと、このように考えて

おります。 

〇委員長（及川  保君） ２番、熊谷雅史委員。 

〇２番（熊谷雅史君） 当然企画課の方でもそういういろんなプロセス、それからこれから考

えられることを想定してそういう負担金等々を計上しているのだとは思うのですけれども、や

ぼったい話ですけれども、やっぱり町財政についてもかなり原課の方も、経営企画課もそうか

もしれませんけれども、各事業、原課でもかなり事業費の削減に走っているということで、町

民サービスの低下も含めてかなり厳しい状況にあると。確かに５年先、10年先のことを私も代

表質問でも言っていますけれども、我がまちの位置づけをやっぱり効果あるものにするという

ことの負担金であれば十分に出してもいいのかなというふうに考えるところなのです。ですか

ら、一つの区切りができたという観点を持ったら、勇気を持ってそういう部分のところから撤

退というか、一つの終わりをしたよということで負担金、補助金の見直しもここで考えるべき

ではないかなというふうに思うのです。それについてはどうでしょうか。 

〇委員長（及川  保君） 岩城経営企画課長。 

〇経営企画課長（岩城達己君） 実は、この拠点都市の総会があったり、あるいは幹事会とい

う課長さん方が集まって会議を開きます。正直今までも決算審査特別委員会等でも、スタート

のころは25万円という金額を負担していたわけでございますが、随分その辺の費用対効果のこ

とのご意見もいただきまして、現在５万円というふうにずっと経過してきたところなのですが、

その幹事会の席上においても私どもも、どこのまちもやはり財政厳しいというお話があるので

すが、今言いましたとおり白老だけが５万円ではなくて、よそのまちも皆さんやはり５万円の

負担をしてこの会が成り立っていっています。先ほど言いました事業展開をまだしていかなけ

ればならないという部分も、これは全国の組織にきちっと入って、国土交通省が認めている組

織なものですから、白老のまちが一つの部分を終えて終えんしたから退会するということには

やはりならないかなと。地域として、この拠点都市に指定されたまちはやっぱり皆さん連携し

て、本当に広域事業ですから、広域連携のよさを発揮しながら事業展開していくということで

ご理解いただきたいと思いますし、内容も本当に５万円の中の事業で、では何をやるのだとい

う部分もございますが、きちっとその辺も精査して事業展開していきたいと、このように考え
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ております。 

〇委員長（及川  保君） そのほかありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） それでは、134ページ、２項徴税費、１目賦課徴収費から145ページ

の６項１目監査委員費まで。ございませんか。 

 13番、斎藤征信委員。 

〇13番（斎藤征信君） 斎藤です。137ページ、賦課事務経費のところなのですが、昨年の予算

書を見ていますと賃金のところで170万円くらいだったわけです。ことしは260万円になるわけ

ですね。かなり大幅に上がっているわけですけれども、これは前の答弁のときには収納に当た

る方々、嘱託を含めて８人ぐらいと、あとプラス町の職員というような形で答弁があったよう

な気がするわけなのですけれども、収納強化のためにここの予算をふやして、収納率を上げる

ためにそこを強化するという観点なのかどうなのか、そのあたりを伺いたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 前田税務課長。 

〇税務課長（前田博之君） ここの賃金は、徴収業務の強化ではなくて、１点は住民税の確定

申告のときの申告をとったり資料つくりするための部分です。それと、60万円ほど新たに固定

資産税の方でこれから土地評価の見直し業務ということで現況を図面に落としていく作業が今

回やることになりましたので、その部分が60万円ほどふえているというようなことです。 

〇委員長（及川  保君） 13番、斎藤征信委員。 

〇13番（斎藤征信君） 内容についてはわかりました。収納率を上げるということは、今一番

大事なところなのだろうというふうに思うのですが、一つどうしてもわからないのは、その上

に書いてある納税組合の関係なのです。以前は納税組合があって、しっかり納税する意識を向

上させるということですごく有効に働いてきたということがあるのですけれども、その後最近

の情勢の中でこの納税組合、町内会にもあるところもあるし、やめたところもあるしというよ

うなことからいうと、本当にこれ有効に働いているのかどうなのか。 

 また、もう一つは最近の状況らから、やはりそうやって難しい、払いたくても払えない人が

出てきている中で、こういう町内会や何かのこの納税組合、貯蓄組合なんていうのが以前にも

また増して有効性が出てきているのかどうなのか、そのあたりどういうふうに考えればいいの

か、そのあたりを教えていただきたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 前田税務課長。 

〇税務課長（前田博之君） 17年度のときにも同様な質問があったと思います。それで、今の

町内会の納税啓発補助金、３年前からですか。制度が変わって、総合的に町内会の方に補助金

として出すということで、この納税組合の上に納税貯蓄連合組合ということで各町内会の中に

町内会長さんが兼務している場合もあるし、納税組合長さんを別に置いているところもありま

すけれども、そういう中で個々に役員会なんかにおいてそれぞれ納税組合としてどういう仕事

をやるかというような部分で、結構業務を持ってやっております連合会が各町内会の方におり

ていって各町内会で納税の啓発活動をしているということで、いろいろ納税功労者の表彰をし
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たり、連合会だよりを出したり、あるいは確定申告のときに口座振替の申し出をお願いすると

いうことの中で全体的な、総合的に町内会の納税啓発が静かに浸透してはいっているのかなと、

こういうふうに思っています。 

〇委員長（及川  保君） ほかありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） それでは、３款民生費に入ります。146ページ、１項社会福祉費、１

目社会福祉総務費、157ページ、２目老人福祉費まで。 

 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。社会福祉協議会の補助金、147ページなのですけれど

も、166万円ふえたのはボランティアセンターということなのですけれども、これは名前は知っ

ていますし、あれなのですけれども、内容、どんなような補助金の中身なのか。 

 それと、今回は社協さんの方の補助金は全くそのまま横ずれのような格好のように見えたの

ですけれども、社協の今後のあり方を含めてどのように考えているか、まずお伺いをしたいと

思います。 

〇委員長（及川  保君） 山口健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（山口和雄君） まず最初に、ボランティアセンターの関係からお話しします

と、昨年度まで３年間ということで、道の補助金が道社協を通じて基本的には社協の方に補助

金という形でございます。それが昨年度全額町の補助金という中で変わりまして、昨年度は委

託費という形になってございます。今回は、その年度が切れましたことによりまして、およそ

200万円ほどになりますけれども、ボランティアセンターの方に町の方から補助金をお出しして

いるということでございます。総額は、補助金の場合は年額大体およそ300万円が今回200万円

ほど、あとの不足五、六十万円につきましては自主財源で行っていただくと、こういう形にな

ってございます。この問題につきましては、基本的にボランティアに関しては、本来的には社

協の主体的な業務ではなかろうかということを考えまして、その部分での対応と、こういうこ

とでございます。 

 それから、社協の今後の業務についての２点目でございますが、現在大きく分けまして地域

福祉関係と、それからもう一つは介護保険事業にかかわる事業を展開していると、こういう状

況にございます。したがいまして、従来の本来社協がやっているのはそのまま継続する形にな

ると思います。それから、介護保険の部分につきましては種々介護保険の状況等を見ながら事

業者として社協さんが判断されていくのではないかというふうに考えてございます。 

〇委員長（及川  保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。わかりました。 

 それで、要するに社協さんというのは、いいとか悪いとかではなくて、準公務員的なふうに

私たちは見えるのです。そこが少しずつ大きくなっていっているのでないかなという気がすご

くするのです。小さくしなさいという意味ではないのです。だけれども、社協本来の仕事、仕

事できるという人がたくさんふえるということはいいことなのですけれども、ただ固定されて



 

 39 

きちっとした形の社協の職員さんがどんどんかどうか、少しずつふえていくというのが、ふえ

ていっているとしたら、それは本当に社協本来の姿としていいのかなというふうに私はちょっ

と思えるところがあるのです、固定化されていくと。本庁の方は、結構な形でスリム化されて

切っていっております。それから、財源的にも給料も下げていっているという中で、どうもそ

ういう形というのが、ふえていないということは給料は上がっていないということなのかもし

れないけれども、ただ固定的にそういうふうに、言えば第２、次の役場のような形に見えるの

だけれども、そういう点はどういうふうに考えていますか。 

〇委員長（及川  保君） 山口健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（山口和雄君） 社協の職員がふえているかというと、これはふえていない状

況にございます。通常の社協の職員が一時期ふえたというのは、介護保険事業の中で当初スタ

ートを切ったときに町内にまだサービス事業者さんがいないということで、介護保険事業を展

開する中でどうしても社協職員がふえたと、こういう状況にございます。ただ、準公務員的な

組織というのは、一般的に見た場合はそのとおりでございますし、社協であっても準民間でで

きるものについては準民間にという、こういう形に今後なる形にはなっていくと思います。た

だ、今事業展開しておりますので、それをそっくりそのまま例えば介護保険事業を準民間の方

に動かすというのは、職員も抱えておりますし、事業者もおりませんので、その部分について

は規模等につきましては今後の課題かなというふうには考えてございます。 

〇委員長（及川  保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。社協の果たしている役割というのは、私も極めて評

価しております。いなくてやれなかったときに、ディサービスでもホームヘルパーさんでもあ

そこが中心になって白老の福祉のために頑張ってこられたということは十分私は評価をしてお

ります。その上に立って、表現が適切かどうかわからないけれども、準公務員的な形でふえて

いくというのはいかがなものかということが……その上に立ってですよ。それと、やっぱり社

協本来の仕事というのが何かということをもうそろそろ言及していっても、理論的にも言及し

ていってもいいのではないかと。そういう理論がきちっとしていかないと、例えば単に首切る

とか、やめるとか、民間委託するとか、そんな簡単なものではないと私も思いますから。ただ、

そういう理論的なものをきちっとしていかないと、いきなりばさっとやるというわけにはいか

ないわけです、現実的には。ですから、大きくなる前にもしそういう社協本来の姿に戻してい

くのであれば、そういう理論的なものを整理してきちっと方向づけをまちとして出すというこ

とが必要ではないかと思っているから聞いているのですけれども、最後ですから、その点。 

〇委員長（及川  保君） 山口健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（山口和雄君） 社協本来の持っている部分と介護保険事業で持っている部分

というのは、論議的にちょっと整理してお話ししなければならないと思うのですが、介護保険

事業の部分について言えば、現在事業的にはもう拡大していっていない状況にございます。し

たがいまして、デイの定員規模も若干下げようかという検討も入っていますし、ヘルパーにつ

いてもこれ以上の事業拡大はないのかなというふうに考えてございます。 
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 それから、社協本来の業務については、地域福祉を推進するというのが社協本来の業務でご

ざいます。したがいまして、社協のあり方については、先般細かいところでございますけれど

も、職員と若干話しまして、やっぱり地域に好かれる社協の形態、運営を考えていただきたい

と。これは、ボランティアセンターを含めてそうでございますが、ボランティアの要請があっ

たときに小まめにボランティアをやっぱりお願いしたいということ、ボランティア登録してい

って強化していいですと、このコーディネートをしっかりとやってほしいと、こういうことも

申してございますので、今後社協についてもまた十分話し合いながら進めていきたいというふ

うに考えてございます。 

〇委員長（及川 保君） 12番、吉田和子委員。 

〇12番（吉田和子君） 155ページの在宅介護支援に関してお尋ねしたいのですが、がんの在宅

療養、終末期医療の充実ということが今後出てくるのですが、在宅ケアに関してそういったケ

アをするための在宅ホスピスケアの推進とか、そういった面での研修とか、そういった点は進

められているのかどうなのかちょっと伺いたいと思います。 

〇委員長（及川 保君） 武岡健康福祉課参事。 

〇健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） お答えいたします。 

 在宅介護支援センターの中でですね。地域…… 

〇12番（吉田和子君） 在宅介護でがんの終末期に対応するようになりますよね。そういうこ

とで、特殊だと思うのですけれども、そういうことのためのケアのあり方だとか、そういった

ことの研修とか、それからアドバイスを受けるとか、そういったことはされているのかどうか。 

〇健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） 実は、初期がんだとか末期のがん患者、こ

れは当然今度は介護制度の中でケアをしていかなければだめだということですけれども、正直

言って訪問看護ステーションの看護師の部類になるのではないかと思います。それで、一般的

にうちの包括センターに配属します職員どもは保健師でございますし、多少の知識はございま

すし、これから保健所を含めて道の方から研修はあると思いますので、あった場合は積極的に

参加をさせる予定でございます。 

 以上でございます。 

〇委員長（及川 保君） 12番、吉田和子委員。 

〇12番（吉田和子君） 在宅支援のケアプランをつくるケアマネジャー等も今後あると思うの

ですけれども、白老町は在宅サービスをやっているところが何カ所かありますけれども、町を

中心にということになると思いますけれども、各事業所の在宅ケアでそういうことも今度かか

わることが、受ける側は選べますから、そういった面では各事業所のそういうケアに対する研

修とか、そういった点はどのように考えていますか。 

〇委員長（及川 保君） 武岡健康福祉課参事。 

〇健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） 実は、新予防給付を含めてケアマネの研修

は道で一括して１回終わっているのです。それで、各事業所の定員がかなり多いものですから、

実は各事業所１名ということで、うちからも１名行ったのですけれども、各事業所から１名と
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いうことでなったわけです。それで、うちの方は当然介護予防の部分は委託をしますので、こ

れは全事業所のケアマネさん、二十五、六名いますけれども、この方々にやはり研修をする機

会がなければだめだということで、先週の議会中ですか。先週の木曜か金曜日ですけれども、

実は白老独自で胆振支庁の講師を招いてやって、26名ぐらい１時から５時半ぐらいまでびっし

りやりました。そういうことで、機会をとらえて白老独自でやっていきたいと。そして、平等

に同じ事業所が同じサービスを提供できるように常日ごろから心がけていきたいと思っていま

す。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） ７番、西田祐子委員。 

〇７番（西田祐子君） 153ページの元気まちすこやか住まい事業経費ということで100万円計

上されているのですけれども、これのただいまの現状などがもし把握できているのでしたら、

教えていただきたいなと思いまして。 

〇委員長（及川 保君） 武岡健康福祉課参事。 

〇健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） お答えいたします。 

 元気まちすこやか住まい事業、この事業につきましては実は毎年２軒で100万円の事業費を計

上してございますけれども、これは介護保険以外の介護保険で適用にならない事業を住宅を多

少改修することによって在宅で生活ができると、自立を促すための事業費でございまして、毎

年２軒をやってございます。それで、２軒ぐらい大体いつも要望がございまして決定をしてい

るような状態です。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） ７番、西田祐子委員。 

〇７番（西田祐子君） このやつは、将来的には国の方針でも在宅ということを強く進めてお

りますので、将来的にやっぱりふえていくという可能性とか、そういうものもあるのでしょう

か。 

〇委員長（及川 保君） 武岡健康福祉課参事。 

〇健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） この事業は、将来的にふえていくかという

ことですけれども、今まで町単独事業でやはり施設に入らないで在宅で生活ができるというこ

とであれば、そのようなことで段差の解消だとか、いろいろやってきましたけれども、これも

過去ずっと見ていきますと大体２軒ぐらいの要望なのです。それで、これから自立を徹底する

観点からいくと多少ふえてくるのかなというような傾向になるのかなというふうに実は考えて

ございます。予算は前年並みの計上でございますけれども、今後十分に検討していきたいとい

うことで、在宅が多くなると多少ふえていくのかなというふうに考えてございます。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） ４番、鈴木宏征委員。 

〇４番（鈴木宏征君） 151ページなのですが、在宅老人福祉事業経費の中の負担金、補助及び

交付金のところの金額なのですが、ちょっと私も財政課長がお話ししたときに聞き漏らしたか



 

 42 

もしれませんけれども、去年11万8,000円だったのですが、今回165万9,000円になっているので

すが、大幅にふえた理由と、あとちょっと勉強不足で申しわけないのですが、この減免措置を

受けれるのはどういう部分なのかということでお知らせいただければと思うのですが。 

〇委員長（及川 保君） 武岡健康福祉課参事。 

〇健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） 特養の法人減免になるわけでございます。

というのは、法人で例えば10月改正しました食事代、ホテルコスト等々あります。それで、実

は寿幸園の場合はまだそんなにないのですけれども、町外の方に入っている方で札幌あたりに

入っていますとホテルコストがもう既に10万円ぐらいとかあるのです。そうしますと、その２

分の１実は白老町の方に請求されますので、法人減免の２分の１。ですから、こういう金額に

なります。 

 以上です。わかりますか。利用者負担ございますよね。利用者負担の２分の１が市町村で負

担をすると、介護保険の方で負担をするということです。法人の個人負担の２分の１です。 

〇委員長（及川  保君） ４番、鈴木宏征委員。 

〇４番（鈴木宏征君） 何かわかったような、わからないようなのですが、ちょっと済みませ

ん。要するに減免を受けるということは、その人の所得とか、そういうことがあって低所得者

の方が減免を受けた分の２分の１が町の負担と。町というのか、町外であれば町の負担で、あ

と２分の１については保険とか、そういうふうな形になるのですか。 

 それと、当初は、去年は11万8,000円だったのですが、今回165万9,000円ですか。ということ

は、この減免措置を受ける方がかなり多くなってきているというふうにとらえればよろしいの

かどうかということをお聞きしたいと思います。 

〇委員長（及川 保君） 武岡健康福祉課参事。 

〇健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） ちょっとお時間ください。 

〇委員長（及川  保君） ６番、土屋かづよ委員。 

〇６番（土屋かづよ君） ６番、土屋です。151ページの19節負担金、補助及び交付金とあって、

その下に敬老会開催事業とあります。これは、いつも敬老の日の予算だと思うのですけれども、

これの１人当たりの単価をお聞きしたいことと、今後高齢者がふえるということで年齢の引き

上げが図られるのではないかなということでちょっとお聞きしたいと思います。 

〇委員長（及川 保君） 武岡健康福祉課参事。 

〇健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） さきの一般質問ですか。加藤議員の一般質

問で助役も答弁してございますけれども、利用者負担については人員割では１人2,800円でござ

います。それで、200円を18年度は引きまして2,600円の計上をしてございます。 

 それと、年齢につきましては助役も答弁申し上げておりますが、これにつきましては今後十

分に町内連合会さんだとか各町内会さんと十分な意見交換をして、何らかの形でやはり見直す

ものは見直していくと。それと、またご相談しながらいくということで、我々としてもこれは

非常に町内の事業としても重要な位置になって、老人との交流事業ともなってございますので、

これは十分にいろんな角度から検証して早い段階で結論を出していきたいというふうに考えて
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ございます。 

 以上でございます。 

〇委員長（及川  保君） ６番、土屋かづよ委員。 

〇６番（土屋かづよ君） これは、町内会単位で行われているということで、メニューもいろ

いろあると思うのですけれども、たまたま虎杖浜、私虎杖浜なのですけれども、去年参加した

ときに敬老会に出られなかった高齢者の方がいらっしゃったのです。出席の連絡はしていなか

ったのですけれども、１週間ぐらい病院に入っていて出られなかったと。そういうことから、

本当に小さなことなのですけれども、そういうところからいろんな不満が出てきて、オードブ

ルが配達されなかったとか、そういう細かいことが出てきているのです。これは、やっぱり町

内全体として統一できないものなのでしょうか。例えばよく紅白のまんじゅうを配るところも

あったりとかで、それぞれの町内会がばらばらなのです。だから、何か一つどこかで統一して、

例えばおまんじゅうの一つを来れない人に渡すとか、そういう方法というのはとれないもので

しょうか。 

〇委員長（及川 保君） 武岡健康福祉課参事。 

〇健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） 敬老会については、いろいろな歴史がござ

いまして、本当に昔は町一括でコミセンだとか体育館にお集まりをいただいて実は実施をして

おりました。そのうち、やはり町内のふだん顔見知りの方々が町内会単位で祝福した方がいい

というようなお話も実はありまして今現在の形になってございます。 

 それで、私どもは先ほど言いました18年度は１人2,600円の補助金を出してございますが、こ

れにつきましては欠席された方々に対しても実は記念品を必ず渡してくださいと。私どもは額

は決めてございません。町内会によっては、いろいろそこの地区、地区でやってございますの

で、それが全部統一というわけにはなかなかならないのかなというふうに考えてございますの

で、ご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） ９番、吉田正利委員。 

〇９番（吉田正利君） ９番、吉田でございます。149ページでございましょうか。福祉バスに

ついてちょっとお伺いいたします。福祉バスの現在の契約の状況について、ひとつ教えていた

だきたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 山口健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（山口和雄君） いわゆる元気号ですね。 

〇９番（吉田正利君） はい。 

〇健康福祉課長（山口和雄君） 元気号については、これは補助金で賄っておりますが、総体

的ないわゆる契約、年間のかかる費用を道南バスさんから出していただいて、そしてそれに対

して利用料、いわゆる１人100円取っていまして、その収益が上がります。それを差し引いて補

助金をお出ししていると、こういう形態の契約の内容になってございます。 

〇委員長（及川  保君） ９番、吉田正利委員。 

〇９番（吉田正利君） 今のやりとりはわかりましたが、バス会社との実質的な契約の内容な
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のでございます。例えば時間がどうなっているとか、運転手の搭乗がどうなっているとか、そ

ういうふうな内容についての契約はなされていないのですか。 

 それから、例えばルート変更、役場の方でルート変更をする、ダイヤ変更をする、そのよう

なときの主導権はどこにあるのでございましょうか。 

〇委員長（及川  保君） 山口健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（山口和雄君） 当然のことながら、ルート等についてもそれは契約行為の中

にすべて含まれてございます。ルート変更をするときには、通常の場合は年１回検討するわけ

でございますが、うちの方で町民から要望を受けまして、それがいわゆる契約行為の金額、年

間大体総額を決めてございますので、それからはみ出すかどうかというまず検討をされて、あ

と時間の問題です。そういうものを含めて町の方から道南バスの方に提示をするという形にな

ってございます。 

〇委員長（及川  保君） ほかありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） なければ……武岡健康福祉課参事。 

〇健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） 先ほどの鈴木委員のちょっと答弁を延ばし

てもらっていたやつにお答えします。 

 実は法人減免でございまして、これは私も先ほど言いましたけれども、昨年の10月から食費

とホテルコストが新たに利用者負担となりました。そのことから、本人が50％、半分負担して

いただきまして、そのうち法人が25％、それから白老町が25％ということのホテルコストと食

費の分が新たに加わったことによりまして金額が増加してございます。ただ、これは法人減免

を取り入れていないところは該当しません。法人減免を取り入れしているところでございます。 

 以上でございます。済みません。 

〇委員長（及川  保君） それでは、次に進みます。 

 156ページ、３目身体障害者福祉費から173ページ、９目ウタリ施策推進費まで。ありました

ら、どうぞ。 

 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。169ページ、イオル再生事業の関係でお尋ねをいたし

ます。 

 給料480万円ほど、これ嘱託職員となっていますけれども、何人お雇いになる予定なのか。 

 それから、ずっとこれ一連のもので玄関マット等々、こういうものまで見られておりますけ

れども、これは新しくできるリフォームする施設、名前忘れましたけれども、あそこに事務所

を構えるということなのかどうなのか。そういう意味で、これこういう形になっているのでし

ょうか。職員の採用基準、だれでもいいのかというようなこと、単なる事務職員を募集するの

かというようなことを含めて状況がどのような形になるのかお教え願いたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 久慈生活環境課参事。 

〇生活環境課ウタリ施策推進室参事（久慈幸男君） 今のお尋ねは、イオルを進めるための事
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務局体制も含めてという話だと思いますが、この予算の計上につきましては一応３名の嘱託と

いう形の中で予算措置をしております。この３名の中には、当然学芸員の資格を持っている方

ということが前提として今やっております。それから、もう一つは、このイオル再生事業につ

きましてはアイヌの人たちの意向を踏まえてするべきだと。そういうことの意向を踏まえて事

業を推進するべきだと、こういうような基本的な考え方がありますので、ですからこの嘱託職

員につきましてもそういうような観点から嘱託職員という形で採用していきたいなと、こう考

えております。 

 それからあと、事務局につきましては、今はまだちょっと確定はしておりませんが、一応一

つの考え方としては、これから拠点になろうと考えられる観光協会の施設を充ててというよう

なことも一つの考え方としてありますが、まだ決定はされていないと、こういうことでござい

ます。 

〇委員長（及川 保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。３名の方が全員例えば学芸員ということであるのか

どうかわかりませんけれども、482万8,000円というのは、これで３名の学芸員の方が雇えるの

でしょうか。それが一つ。 

 それから、そういう形になれば当然事務局長なり指導する方が、この３人の中でそういう体

制をとるのか、それとも新たに局長なりなんなりということを考えているのか。当然このこと

は５年計画ということですから、そこを見越した形でやらなくてはいけないと思うのですけれ

ども、その体制なんかも含めて考えていることですか。 

〇委員長（及川  保君） 久慈生活環境課参事。 

〇生活環境課ウタリ施策推進室参事（久慈幸男君） 実は、イオル再生事業を組むに当たって

いろいろ我々が苦慮したのは、やはりこれから事業を推進するためには事務局体制がきちっと

しなければだめだよというようなことを再三国の方に申し述べてきていました。そういうこと

から、一つは先般大渕委員がおっしゃいましたように、この事業はそもそも国の事業ですよと。

ですから、今国の出先機関であります推進機構がこの事業を受けて、それで白老できちっと事

務所ができてやるべきですよという話は再三していました。ただ、結果的に推進機構も今の現

状の職員の中ではちょっとできないと。それと、もう一つは、白老町が先行的実施場所になっ

たのですから、まず白老町が見本を示すべきですよと。こんなようなやりとりがございまして、

それでうちの方としては臨時職員を配置した中で、それで体制としては今私が持っていますウ

タリ推進室がある程度中心となって、今の職員も含めてやるしかないかなと、こんなようなこ

とになったわけでございます。 

 それで、今の３名でこの金額で足りるのかと、こういうお話ですが、そういう経緯もあって

実は今の嘱託職員の賃金ベースに合った形で予算が通ったと。ですから、１人12万円から13万

円、多い人で14万円ぐらいにならざるを得ないと、こういうことなのです。ですから、本来我々

は先ほどから言ったようにこれは国でやる事業なので、国でやってくださいというようなこと

を再三申し上げてきたのですが、結果的にこういうふうになってしまったと。こういうことで、
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受けるに際してはやはりほかの市町村もかなり注目しておりますので、私も含めてこちらに、

この事業の方にかなり偏った形で業務を推進させていくのかなと、こういうふうに考えており

まして、そういう心づもりでこれから仕事をしなければだめだなと、こう思っております。 

〇委員長（及川 保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） これは考え方の問題で、逆に言えば白老町が独自でやれるというふう

にも考えられるわけでしょう。それは、お金をもらって白老町の考え方でこの事業を進められ

るということで言えば、これはすごくメリットにも使い方によってはなるわけです。それで僕

は聞いているのですけれども、本当にその体制づくりが大切だというふうに思うのです。だか

ら、例えば名前がありましたけれども、ちょっとそっちの名前を言った方がいいと思うのだけ

れども、忘れましたから、あれですけれども、商協の跡の建物、名前ちゃんとあったのですけ

れども、そういうものをそこにやるのならやるというふうにして、町が派遣するなら派遣する

というような方向も含めて……派遣になるのかどうかはわからない。そっちに事業所がなるの

かどうかわからないけれども、そういうところはここの予算はここまで来ているわけですから、

やっぱりもうそういうふうにやるのだよという形で推進機構から受けてしまっているわけです

から、うちが独自でやれるのであれば独自でもうちょっと主体的にぐっといくと、これだけの

事業があるわけですから。そういうわけにはいかないのですか。僕は、事務局体制とどうやっ

て進めるかというところがきちっとしないと、これ絶対うまくいかないのでないかと。そして、

一番最初に参事が言ったようにやっぱりアイヌの人たちにきちっと入っていただいて、そして

そこで自覚を持ってやるという、そういうものもきちっと指し示した方がいいのでないかと思

うのだけれども、どうですか、ちょっとそこら辺。 

〇委員長（及川  保君） 煤孫助役。 

〇助役（煤孫正美君） ちょっと大渕委員さんからも一般質問があって、若干お答えしており

ますけれども、この事業というのがまず最初の事業で、この事業については最初で最後の事業

になるのではないかなというふうに思っております。そういう面で、我々の方としては今の流

れとしては推進機構から我々が受託をしてするということで現在進んでおります。これは、若

干前にもお話ししましたけれども、やはり時間をこれ以上延ばすことは問題があるだろうと、

まず取りかからなければならないだろうということで取りかかって、ではそれに取りかかるた

めにはどういうふうにするかといったときに、まず町でもうこれは受けざるを得ないだろうと

いうような形の中で進めないと、基本的に我々は国の方で実施する事業だというふうに考えて

おりますけれども、これが国の方にとってはまた思うつぼになってできないのではないかなん

ていう話になりますと非常にまた問題が先延ばしになりますので、まず町で受けましょうと。

その形で、推進機構にこういう形でまずはやりたいというような形の中身が実はこれなのです。 

 実は、きのう、おとといですか。ちょっと国交省の方と北海道開発局ですか。北海道局の方

とちょっとお話ししたのですけれども、その方はこのイオル構想の担当窓口なのですけれども、

正直どういうふうに進んでいるかわからないというのです。いや、実は私たちはこういうふう

な形で進めてはおりますというようなお話もしたのですけれども、やはり今言われたようにこ
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れはもう一回、今予算はこうつくりましたけれども、先ほど言ったようにアイヌの方々を入れ

た中で、これから実際どういうふうなものをつくっていこうかと。それから、委員さんが言わ

れましたように、あのポロト地区の周辺でやはり伝統民芸品を売るというのもこれからアイヌ

民族の自立のためには、自立と言ったらおかしいですけれども、これから発展するためには非

常に必要なことだろうと。そういうことも盛り込んだ中のやはり本当の実施計画をつくらなけ

ればならないだろうと。それをやはり１回今の流れでいきますと研究推進機構にあてまして持

っていきまして、それからまた国の方とお話しするというような形になると思うのですけれど

も、ただ推進機構の方では今私たちに白老町の方でやっていただきたいというふうに言ってお

りますので、それをそういう……ただやっていただきたいという話にはなりませんので、やは

りもっと真剣なところから考えていかなければならないということで、推進機構とももう一回

この辺を詰めた中で、そして国とも当たって本当の悔いの残らないようなイオル構想を進めて

いかなければならないというふうに思っておりますので、最終的にはこの予算の中身も若干の

変更があるというふうに我々はとらえておりますので、今はちょっと不透明な部分もあります

けれども、そういう形でこれから取りかかってまずはいきたいというふうに考えておりますの

で、ご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） ちょっと今参事と助役の方から説明あったのですが、まずはこういう

体制をつくったのですが、はっきり言って頭数がいればいいというものではないのです。です

から、例えばイオルに関しては学芸員といっても我々から見たら考古学者というか、今一番問

題なのはアイヌ民族が世界のいろんな民族の中で文化的にさまざまな面でどういう位置づけに

あるかとか、例えば同じ文化を、似たような文化を持っている民族がどこにいるかということ

になりますと、これは学芸員ではなく文化人類学というか、そういう民族学を専攻した人が必

要なのです。ですから、アイヌ民族をいかに忠実にやっても、これは我々の使命というのは残

すだけでなく、広く公開して理解していただくというのが大きな使命になっています。ですか

ら、そういう部分ではまずこの体制ということで実はやらせていただきました。実態としては、

国から見る目は機構とイオルとどう違うのだというのが、これ我々もなかなか説明しにくいの

です。機構は先行してイオルのことをやっていたはずなのですけれども、やっているつもりな

のです。ところが、中身としては各種のウタリ協会の人の研修だとか海外視察とか、そういう

実態だったと。そういうことも国と実は議論したのです、かなり。それで、国の方に言ってい

るのはアイヌ文化推進機構、札幌にある推進機構が札幌にあるという意義がどこにあるのです

かという話もしてきております。それは、先般副知事とお話ししたときもそういう話をしてき

ていました。一番いいのはアイヌ文化推進機構、札幌の高いビルに入っている機構が白老に来

るとすべてしっくりするのです。というのは、推進機構の５割以上の仕事を白老のアイヌ民族

博物館がやっているわけです。そうしたら、隣に来なさいということを実は言っているのです。 

 それが一つと、もう一つはイオルができた後に当然維持管理費が出てくるのです。ここを余

り最小限に抑えておくと、できた後の国の維持管理費が少なく抑えられる可能性があるので、
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最低限このぐらいの人員とこのぐらいの金は必要ですというためにも実はこういう金はあらか

じめ計上しておくのが正しいということなのです。ただ、中身の問題で人選についてはなかな

か難しい部分はあるのですが、参事の方で今一生懸命探していますので、育てるという部分も

ありまして、その文化人類学から考古学の卵みたいな人を探しているというような状況です。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） ４番、鈴木宏征委員。 

〇４番（鈴木宏征君） 157ページの身体障害者福祉全般に係ることなのですが、現在これは財

政課長の説明の中でも障害者自立支援法が４月１日から改正になって、その部分でかなり予算

の中でもそういうものだという説明があったのですが、これは４月１日からは改正されるので

すが、実質そのサービスというのか、自立支援法に定められたサービスに移行していくのは10

月１日以降というふうに考えているのですが、そういうふうになったときに町が今負担してい

る小規模作業所ですとか、ポプリにも出していますし、いろんな町が負担している費用という

のがありますよね。それがこの移行された後にふえるのか減るのか。それは、お金はきっとど

ういうふうになるのか、これから白老町でどんなサービスをどのぐらい展開するかということ

が出てきますから、きちっとお金では幾らぐらいということは言えないと思うのです、まだ。

ですけれども、傾向として前に介護保険を導入することによって、今まで措置費として町が負

担していた部分と介護保険を導入されたことによって町が負担する部分で、その場合は町が負

担する部分が何か減ったという感覚があるのですが、この障害者自立支援法ですとそこら辺が

傾向としてはふえる要素があるのか減る要素があるのか、もしそこら辺がわかれば教えていた

だきたいと思いますが。 

〇委員長（及川  保君） 山口健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（山口和雄君） 給付の方は、実質的には自立支援法の新法で始まるのは10月

から始まる形になります。ただ、この予算書の中で既に予算化しているのが159ページの扶助費

の中で更生医療費扶助と、それから自立支援医療費扶助というふうに分かれていますが、これ

が自立支援の医療関係が４月から始まっているものですから、これを計上している。ですから、

この部分が唯一自立支援法に基づいた予算計上になってございます。あとの予算につきまして

は、実質的にはみなし期間といいまして４月から９月は基本的には現行の補助金制度をそのま

んま使うという形になりますので、いずれにしても整理については補正の中で整理をしていき

たいというふうに思っています。ただ、委員おっしゃいましたとおり将来的なめどとしてどう

なるかというのは、一概に利用人数がどのぐらいになっていくかというのをこれから計画の見

直しの中で推計を立てていく形になると思いますが、現在の人がそのまま使っていくとすれば

自己負担が伴っております、ご承知のとおり。ただ、障害者の場合はかなり低所得者が多うご

ざいますので、個人減免でありますとか法人減免、その他もろもろのものが入ってくるという

ふうに予想してございます。いずれにしても、そういうものを加味しても現在のサービスで現

在の人が利用した場合については町の負担金の方は減るというふうに思っております。という

ことは、個人の負担分がそれなりにお持ちになるということでございますので、そういう形に
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なると思います。ただ、将来的にはやはりサービスもこれから整備しなければならない生活支

援事業等もございますので、総体的にはふえていくものというふうに考えてございます。 

〇委員長（及川  保君） 暫時休憩します。 

          休憩 午後 ２時０７分 

                                           

          再開 午後 ２時２５分 

〇委員長（及川  保君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ほかありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） それでは、次に移ります。 

 172ページ、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費から183ページ、６目児童館費まで。 

 12番、吉田和子委員。 

〇12番（吉田和子君） 173ページの集いの広場、ファミリーサポートの調査費と、それから175

ページの児童手当について伺いたいと思います。 

 集いの広場、ファミリーサポートの調査費なのですが、これは19年度開設のための調査なの

かどうなのか。それで、調査の方法、白老町の行政側が調査するのかどうなのか。それから、

期間、何カ月ぐらいかけてこの調査をしようとしているのか。それから、この調査をする場合

にどういった基本的なことを置いてやっているのか。場所とか、それからどういう考えで基本

的に、ただ調査するというのは漠然としてやるのか。もし町でやるのであれば、それでいいと

思うのですが、もしどこかに委託したのであれば場所的なことだとか、月々のランニングコス

トだとか、そういったものも含めての調査を展開しているのかどうなのか、その点について伺

いたいと思います。 

 それと、児童手当のことなのですが、本年度より小学校６年生まで拡大されたということな

のですが、この間一般補正予算のときに伺ったときには申告漏れはなかったと、申請漏れはな

かったということで大変すばらしいなと思ったのです。それで、今回は６年生までということ

で、それとたしか所得制限も緩和されたと思うのですが、そういうことでどれぐらいの割合の

人たちが受給できるようになるのか。その辺は試算されているのか、その辺ちょっと伺いたい

と思います。 

〇委員長（及川 保君） 山崎教育長。 

〇教育長（山崎宏一君） 集いの広場とファミリーサポートセンターの件ですけれども、ここ

で調査費ということで予算を見ております。現在基本的には19年度から実施をしたいという前

提の中で調査を進めたいというふうに思っております。 

 それと、相手方なのですけれども、これは相手ということになりますと町みずからやる部分

と、またＮＰＯさんのお力をおかりする部分が出てくるというふうに考えておりますので、ま

だこの辺の具体的などういう方法でどこへというのはまだ現在決まっておりませんけれども、

基本的には町またはＮＰＯの方のお力をおかりしたいというふうに考えております。 



 

 50 

 それと、期間も含めて今のところまだ具体的に何カ月間でというのもこれから検討をしてい

くと。検討というか、詰めていくという状況にございます。したがって、そういう場所等々も

含めてこれから詰めていくという段階でございます。 

 以上でございます。 

〇委員長（及川  保君） 五十嵐町民課長。 

〇町民課長（五十嵐則夫君） 児童手当の関係ですけれども、この18年から学年というか、今

までの３年生までが４年生から６年生までふえるという状況でございます。人数的には、今押

さえているのが530人ぐらいはふえるのかなという想定でおります。 

 所得制限の話もちょっとございまして、17年度では所得制限で大体８名の方が所得制限にひ

っかかるというか、オーバーしていまして該当していないという状況がございました。今の想

定で18年度では７名が、その８名のうち７名が該当するのかなという想定でおります。ですか

ら、実質所得制限によって支給対象にならないという方が１名というふうに今のところ押さえ

ていますけれども、ただ転出といいますか、転入等ありましてまた動きあると思いますし、所

得の調査等はこれからしなければなりませんので、そこでまた動くかと思いますけれども、今

のところはそういう状況です。 

〇委員長（及川 保君） 12番、吉田和子委員。 

〇12番（吉田和子君） 集いの広場、ファミリーサポートの研究費なのですが、19年度に開設

をしたいということであれば、申請時期もありますよね。申請時期を踏まえてでき上がって開

始、私は実施というのは19年度の４月なら４月に開設できる方向性で考えていらっしゃるのか

なというふうに思ったのですが、国のソフト面の交付金とか、それからハード面の整備の交付

金等を申請しなければならないというふうにも考えられるのですけれども、そういった面では

時期的に今は三位一体改革でかなりいろんな支援策が補助金になったりだとか、それから一般

財源化されたりとか、かなり動きがあるのです。そういった中では、19年度はまだ支援センタ

ーとして兼ね備えてあれば交付金、ハード面の交付金はまだされるということも聞いておりま

すけれども、そういった面ではやはり申請時期もきちっと考えながらやらなければならないの

ではないかなというふうに思うのですけれども、その点の考え方を伺いたいと思います。 

 それから、児童手当の方なのですが、予算説明ではたしか６年生になったことで2,937万2,000

円ぐらいふえるというふうに私ここに書いてあるのですけれども、この児童手当も三位一体改

革によって国庫負担割合が３分の２から３分の１になるというふうに伺っているのですが、そ

ういった面での負担増というのはこの2,970万円と押さえていいのかどうなのか、その点を伺い

たいと思います。 

〇委員長（及川 保君） 山崎教育長。 

〇教育長（山崎宏一君） 先ほど話したとおり、今の時点では19年の４月から開設をという前

提の中で進めたいというふうに思っております。ですから、今当然委員おっしゃったように交

付金の関係の申請の日にちもございますので、そういうところも当然加味した中で進めていき

たいというふうに考えております。 
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〇委員長（及川  保君） 五十嵐町民課長。 

〇町民課長（五十嵐則夫君） 児童手当の財源の関係ですけれども、先ほど言われたように３

分の１になるということでございまして、いわゆる補助率の変更と、それと人数の拡大と合わ

せて大体2,500万円ぐらいふえるのかなというふうに想定しております。ただ、一般会計の歳入

で地方特例交付金というのが児童手当のいわゆる補助率変更に伴う歳入ですよということで、

たしか予算の説明の中であったかと思います。それが570万円ほどありまして、それを差し引き

しますと大体1,900万円ぐらい、いわゆる補助率の変更と対象人数の拡大で1,900万円ぐらいは

ふえるのかなという想定で今のところおります。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） ７番、西田祐子委員。 

〇７番（西田祐子君） 175ページの町立保育園の運営経費のところ、ここで聞いていいのかち

ょっとよくわからないのですけれども、保育園の保育料ってありますよね。あれの今現在の最

高額と、それから実際に払っていないというのですか。扶助費、前年度の収入分でということ

になって、そういうふうになっている対象者の人数とかわかりますでしょうか。 

〇委員長（及川  保君） 教育委員会、中島主査。 

〇子ども課主査（中島圭一君） 保育料の算定の最高額についてなのですが、ちょっと今乳幼

児、３歳児は今調べないとわかりませんので、後でお答えしたいと思いまして、４歳、５歳に

ついては３万8,300円が現在の最高額となってございます。 

 次に、待機児童数でございますが、今現在はおりません。待機児童数はゼロとなっています。 

 あと、滞納額についてでございますが、17年度分ということでよろしいでしょうか。今現在、

２月末なのですが、五つの町立と緑丘を含めまして若干230万円の滞納額がありまして、今子ど

も課の方で徴収のために電話連絡等で努力しているところであります。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） ７番、西田祐子委員。 

〇７番（西田祐子君） 私は、滞納額の方のつもりではなくて……滞納額も教えていただいて

ありがとうございます。払わないというのではなくて、納付額がゼロというのですか。そうい

う方もいらっしゃるのでしょうか。何と言えばいいのですか、ああいうの。保育料がかからな

い方というのですか、減免されている方。失礼しました。 

〇委員長（及川  保君） 教育委員会、中島主査。 

〇子ども課主査（中島圭一君） 今人数の方はちょっと確認はできませんが、所得税額によっ

て保育料が算定されるものですから、例えば生活保護世帯でありますとか減免の方はいらっし

ゃいます。件数の方は後でということでよろしいでしょうか。失礼いたします。 

〇委員長（及川  保君） ほかありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） 次に進みます。 

 ４款環境衛生費に入ります。184ページ、１項保健衛生費、１目地域保健費から199ページ、
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２項環境衛生費、１目環境衛生諸費まで。 

 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。187ページの国保の特別会計の繰出金、これ当然赤字

分はないということは承知しているのですけれども、全くのルール分だけの繰り出しでしょう

か、その点をまず１点。 

 もう一つ、予防接種事業経費、189ページ、ここで聞いていいのかどうかちょっとよくわから

ないのですけれども、インフルエンザの予防接種はことしからやられるのですけれども、お年

寄りの肺炎の予防接種、これが極めて効果的だということで旧瀬棚町でのことが取り上げられ

ましたけれども、これなんかは今後考えられているかどうかお尋ねをしたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 五十嵐町民課長。 

〇町民課長（五十嵐則夫君） 国保の繰出金の関係ですけれども、いわゆるルール分というこ

とで、ここに計上してある分すべてルール分というふうに我々は解釈しています。 

 それと、国保の事業としてインフルエンザの予防接種、これについては国保会計の方で予算

化はしてございますけれども、いわゆる肺炎の関係の予防については現在のところまだ考えて

はおりません。ただ、今後の状況、いわゆる国保の医療費の関係、これらの状況を見ながら検

討はする必要があろうかというふうに考えております。 

 以上です。 

〇委員長（及川 保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。初めの点はいいです。 

 ２点目の件なのですけれども、今検討されるということで結構です。ただ、やっぱり新聞報

道だけで正しいかどうかはわかりませんけれども、旧瀬棚町の関係で言えば、やはりお年寄り

の肺炎というのは随分入院される方が今多いのだそうです。先日私の町内会でも肺炎で入院し

て亡くなられた方がいらっしゃいますけれども、現実的にはやっぱり肺炎で１度入院するとか

なり高額な医療費がかかるということで言えば、予防接種の持続期間も５年とか長いというよ

うなこともございますので、ぜひひとつ実施の方向で検討していただきたいのですけれども、

もうちょっとあったら、お願いします。 

〇委員長（及川  保君） 五十嵐町民課長。 

〇町民課長（五十嵐則夫君） 数字的なことでちょっと申しわけないのですけれども、大渕委

員もご存じかと思いますけれども、いわゆるインフルエンザにかかって肺炎で入院されると大

体１人25万円ぐらい費用がかかるというようなデータも出ています。それらをここのところで

言っていいかどうかちょっとあれですけれども、国保会計の中でいわゆる予防接種をしていく

よといったときに、2,000人を対象に今のところ考えてございまして、費用的には１人2,300円、

この2,300円もいいのかどうか、もうちょっと詰めなければならないかと思いますけれども、１

人25万円で、例えば20人そういう方が入院されないで済んだということになると費用的には500

万円かからないよと、単純に計算するとそういうことになります。国保の方では、今2,300円の

2,000人、460万円の予算を考えていますので、いわゆる460万円かけて500万円医療費が削減に
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なるというか、ということになるといわゆる金額的には40万円の医療費の削減ということにな

るのだろうと思いますけれども、それらもあわせて単純にそういくかどうかは別にしても、先

ほど言われた単なるインフルエンザだけではなくて肺炎の方のもう一つ、もう一歩進んでやら

ないのかどうか、やるべきなのかどうか、ここら辺はちょっともう一度検討をさせていただい

て進めたいと思っています。よろしくお願いいたします。 

〇委員長（及川 保君） 10番、宗像脩委員。 

〇10番（宗像 脩君） 10番、宗像です。187ページ、一番上の13、委託料のことなのですが、

その委託料の事務事業委託料の中には総合健診から始まりましてエキノコックスまで幾つか出

ているわけですけれども、これらの項目の中で白老の町立病院でもこれはできるよというもの

が私の目から見ると大分あるなというふうに見ているわけですけれども、実際としてこの委託

をしている具体的に言うと他市町村の病院に行っているのだとか、あるいは白老でやっている

のだというのがもしあれば、大体で結構ですから教えていただきたいというふうに思います。 

 二つ目ですが、189ページの予防接種のことで、今同僚委員からも質問ありましたけれども、

実際にこの予防接種を受けている町民の数の実態、それらはどうなっているのだろうかと。も

っと具体的に言いますと、一つの例、インフルエンザの予防接種というのがあるわけですけれ

ども、それらが町の方で期待するだけの……期待するだけと言ったらおかしいですね。大体年

間このくらいは予防接種するだろうという、そういう数字と実際に受けた方のその辺の状態は

どういうふうになっているかお伺いしたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 山口健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（山口和雄君） まず、検診関係の委託の状況でございますが、生活習慣病に

つきましては基本的には白老町内の医療機関でございますので、これはこういうことでござい

ます。他のものでございますが、基本的には結核予防会でありますとか対がん協会の２事業所

でほかのものを行っているという、こういう形になっています。これにつきましては、バスで

来ていただけるとか、地域に回るだとか、そういう問題がありますので、そういう状況で行っ

てございます。 

 それから、予防接種の関係でございますが、数押さえますので、ちょっとお待ちになってい

ただけますか。概略で申し上げますと、17年度分でいきますと2,600人程度受けております。で

すから、高齢者の割合でいきますと44％から43％ぐらいでございます。したがいまして、40％

以上を超えればこれは効果がありという形になってございますので、町といたしましてもイン

フルエンザの効果があるものというふうに考えてございます。 

〇委員長（及川 保君） 10番、宗像脩委員。 

〇10番（宗像 脩君） 10番、宗像です。187ページの委託料の関係で、実は先日札幌の対がん

協会の方でバスが来て胃がんの検診をし、さらに精密検査ということで同じくその対がん協会

のバスが来てその方々を送り迎えしてやっているという、私はそのバスに乗っていた一人なの

ですけれども、いや、これに大分お金かかっているだろうと。だけれども、話に聞くと白老の

町立病院では優秀なスタッフがそろっていて、何もわざわざ札幌まで来なくても町立病院で十
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分これは対応できるという、そんな話が何人かの方から出ているわけです。ですから、私の言

いたいことは対がん協会とかそういうところでなくて、ここでできないものは仕方ありません

けれども、できるものについては努めて町立病院なり、あるいは町内の病院でやることによっ

て、地産地消ではないけれども、これがいいことでないのかなというふうに思うのですが、そ

のあたりはどういうふうに押さえていらっしゃるかということが最初の問題。 

 二つ目ですが、かなりの方がインフルエンザの予防接種を受けているということで、いいな

というふうに思うのですが、これはことしある町民から出てきた話なのです。やっぱり何でも

ないときに予防接種に行く、ちくりと痛い針を刺されるというところに抵抗があるのだという

話をしたものですから、いろんな話をしているのですけれども、インフルエンザの予防接種を

したから100％かからないなんて、そんなことは言っていないのですけれども、インフルエンザ

の予防接種をするとこのくらいの効果があるよという調査をすればいいのではないのかなと。

予防接種したために何でもありませんでした、かかったけれども、軽く済みました、いや、か

かって大変な目に遭いましたという程度のそんなものの資料を出して広報に載せたりするとイ

ンフルエンザの予防接種あたりの接種率がぐんと上がって、最終的には町としてもいいのでは

ないのかなというふうに、こういうふうに思うのですけれども、そのあたりについてはどのよ

うにお考えですか。 

〇委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 

〇病院事務長（丸山伸也君） 病院で集団検診、胃がん検診とかできないかということですが、

ご承知のことかと思いますが、病院ではもう既に医療行為をずっとやっているわけです。外来

の患者さん、入院の患者さんの検査でもって、まず基本的にはその業務が結構あるということ

です。それで、山口課長も先ほど申しましたとおり、各地外に出ていってやるということにな

りますと、当然それなりの機材と人員の手当てをしなければならないと。うちのお医者さん方

は、確かに腕は優秀ですので、上の方にあります総合健診だとか人間ドックの中でそういった

判定はされますが、あくまでも集団検診等で行われる部分についてはやはり結核予防会等に、

そういった団体の方にお願いする方が効率的かなということだと思います。決してうちの方で

できないということではございませんけれども、通常の診療行為があるということもぜひご理

解していただきたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 山口健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（山口和雄君） インフルエンザの予防接種後の追跡調査の関係でございます

が、３連携の中でのレセプトの中で点検をするという形になっています。ただ、今の状況を考

えますと、本人の健康の状態だとか、いろいろなものが加味されてそういうふうになってきま

すので、一概に予防接種を打ったから効果ありというふうな判断が果たして適当なのかどうな

のかという問題はあると思うのです。ただ、総体的に国に言われたのは、集団的にこれだけあ

れば、感染を広めないということでの効果はありますよと、こういうことでございますので、

ご理解をお願いいたします。 

〇委員長（及川  保君） 13番、斎藤征信委員。 
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〇13番（斎藤征信君） 斎藤です。ただいまの場所と全く同じところで、もう一度聞きたいの

ですけれども、中身については今いろいろお聞かせいただいたので、187ページの検診の委託料

の問題で、これは報告されたときに３連携を目標にして、その数値としてここに反映している

のだという話を聞いたものだから、３連携事業の中でこれはここに相当力が入ってくるのかな

というふうにして思って見ていたのですけれども、去年の3,400万円からここのところ3,200万

円に減っているわけですよね、予算が。それと、もう一つ、今話があった予防接種の部分でも

やはり70万円ばかり減っているわけですよね。３連携をこれからやっていくという中で、本当

はこの予算はここに使うのだということで上がるのかなと思っていたのですけれども、逆に下

がっていると。その理由は何なのか、そのあたりをお聞かせください。 

〇委員長（及川  保君） 山口健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（山口和雄君） これは、人数を減らしているわけでないのです。委託料の中

身が変わってきている状況なのです。例えば肺がんのものが65歳以上の場合、今度は肺結核の

方に移行するとか、そういった中身によって若干の単価の変更が加わっていると、こういうこ

とでございまして、あくまでも３連携を進めるに当たっての人数を減らしていると、こういう

ことではございません。それから、基本的な基本健診がございますが、これは総合健診で人数

を実はふやしてございます。委託料の関係でいいますと、総合健診と基本健診の関係、総合健

診はがん検から全部総体的にやりますが、単価的には総合健診と基本健診、それほど差がない

という形になるのです。したがいまして、総合健診を多くすることによってトータル的な金額

は、がん検もそこに含まれてきますので、トータル的な委託料は下がると、こういう形になり

ます。そういう考え方の中で、人数は落とさないで逆に伸ばしながら総体的な委託料の倹約を

図っていると、こういうことでございます。 

〇委員長（及川  保君） 五十嵐町民課長。 

〇町民課長（五十嵐則夫君） 先ほど大渕委員のところでも私ちょっと答弁をしたかと思いま

すけれども、３連携を進めるに当たって、例えばインフルエンザの予防接種の話もされていま

したけれども、あれについては国保会計で予算化していますということなのです。ですから、

ここの一般会計では出てきていません。 

          〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇町民課長（五十嵐則夫君） ええ。それでは、皆さんのお手元にたしかこういう参考資料と

して個別事業等一覧表を３連携にかかわってお配りしているかと思いますけれども、そこでそ

れぞれ一般会計ですとか、あるいは国保会計ですとか、仕分けをしています。そして、いわゆ

る全部で6,000万円ぐらいの事業費を見ていますよと、計上していますということで、一般会計

では3,200万円ほど、国保会計では1,700万円ほどの予算計上をしていますということで、皆さ

んのお手元に配っているものがございますので、それをちょっともう一度目を通していただけ

ればと思っています。よろしくお願いいたします。 

〇委員長（及川  保君） よろしいですか、斎藤委員。 

〇13番（斎藤征信君） 資料を見ればわかるのであれば、終わります。 
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〇委員長（及川  保君） 間違いなくあります。 

 19番、根本道明委員。 

〇19番（根本道明君） 199ページ、この中の14番、地下水対策経費というのがございますが、

これは多分飛生の地下水の調査だと思いますが、それでよろしいですか。多分そうだと思いま

す。それで、現在の実態がどのようになっているか。多分窒素だと思うのですが、窒素量の数

値、これが今どのぐらいになっているか。それと、現在飛生地区はあれからもう10年たってい

ますが、人数的にかなり少なくなってきたと思いますが、それで今どのぐらい調査対象となっ

ているのか。87万円の計上で出していますが、そこら辺のことを教えていただきたい。それか

ら、もう一つは、愛泉園とあるのですが、愛泉園もその中の範囲内に入っているのか、この点

この地下水の14番のところでは教えていただきます。 

 それから、その下の大気汚染は、これは違うのか。これは次になるのか。それだけお願いし

ます。 

〇委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

〇生活環境課長（須貝 貢君） 飲料水の検査でございますけれども、浄水器補助をしまして

検査しているのが、これは浄水器設置補助しているところについては２カ月に１回検査してい

まして７世帯、それから浄水器の未設置のところにつきましては１年に３回検査してございま

す。14件です。それから、その他原水検査としてこれらを含めまして年に１回検査してござい

ます。事業所について９件、それから個人について23件、原水調査をしてございます。いずれ

も水質については毎回同じ状態で、特別異常を示しているものはございません。愛泉園もこの

事業所の中に含まれて検査してございます。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） 19番、根本道明委員。 

〇19番（根本道明君） 結構な件数になっているみたいですが、これは役場の職員が行って水

をとってきて、それから保健所か何かに持っていくと、そういうふうなシステムなのですか。

そこら辺、どのようなシステムで検査しているかということを。 

〇委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

〇生活環境課長（須貝 貢君） これは委託していまして、委託料として計上している部分で

す。 

〇委員長（及川  保君） 19番、根本道明委員。 

〇19番（根本道明君） 実態が大体数年ずっと同じだというふうなことで、これはちょっと考

え方なのですけれども、例えば職員が実際にそこへ行って話を聞いて、そしてそのサンプルを

とって、年に３回ぐらいでしたら、３回で７件ですか。７件と14件、二十何件ですか。20件か

30件ぐらいだと思いますが、どうなのでしょうね。そこら辺は職員が行って、そしてこれは民

間ではなくて公的機関の保健所や何かへ行って調べてだったら、お金は多分かからないと思う

のです。そういうふうな工夫をして経費を節減するというふうな方法というのはないものなの

ですか。 
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〇委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

〇生活環境課長（須貝 貢君） これは、保健所に持ち込んでいるのではなくて検査機関に直

接委託して実施しているわけでございまして、単純にとり方の問題もありますので、職員が行

ってということにはちょっとならないのかなと、このように思ってございます。 

〇委員長（及川  保君） 暫時休憩します。 

          休憩 午後 ２時５８分 

                                           

          再開 午後 ２時５９分 

〇委員長（及川  保君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 今の根本委員の質問については後ほど。 

 ７番、西田祐子委員。 

〇７番（西田祐子君） 187ページの国民健康保険事業特別会計繰出金のところの出産育児一時

金分なのですけれども、これの人数と、それから金額を教えてください。 

 それと、199ページの15番、不法投棄防止対策推進事業ということで臨時事業が上がっている

のですけれども、これは今般４月から実施される家電製品リサイクル法の関係でこういうふう

になっているのでしょうか。その２点をお伺いさせていただきます。 

〇委員長（及川  保君） 五十嵐町民課長。 

〇町民課長（五十嵐則夫君） 出産育児金の人数でしたね。ちょっと済みません。今見てみま

すので……よろしいですか。 

〇委員長（及川  保君） はい、どうぞ。 

〇町民課長（五十嵐則夫君） 20件で30万円の３分の２という予算計上を考えています。 

 以上です。 

〇委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

〇生活環境課長（須貝 貢君） 不法投棄防止対策推進事業につきましては、家電リサイクル

法とは全く関係ございません。いわゆる最近不法投棄、ポイ捨て状態が非常に多いということ

がありまして、町が一生懸命監視して回収しているということについても大体できる範囲とい

のがございまして、これを例えば町内会だとか、あるいはよくお散歩をされている方なんかが

おられまして、そういう方々の協力も得ながら目で見える抑止効果を出していこうということ

で、例えばジャケットを着ていただいて散歩に歩いていただくとか、あるいは竹浦連合町内会

なんかでは既に17年度で不法投棄対策を実施してございますけれども、看板を立てたりパトロ

ールをしていたりというようなことの中で、こういうような支援をしながら不法投棄の防止を

進めていこうという考え方でございます。 

〇委員長（及川  保君） ７番、西田祐子委員。 

〇７番（西田祐子君） 済みません。勉強不足でちょっとわからなかったのですけれども、先

ほどの出産育児一時金分というのは、これ20件30万円で３分の２ということなのですけれども、

受けられる人はどういうような人が対象なのでしょうか。 
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〇委員長（及川  保君） 五十嵐町民課長。 

〇町民課長（五十嵐則夫君） まず、基本的に国民健康保険に加入していなければだめです。

いわゆる被保険者がお子さんが生まれたといったときには、お一人30万円の出産育児金が当た

りますということです。３分の２というのは、いわゆる繰り出しの基準で３分の２になってい

まして、基本的には１人30万円ということで考えてもらって結構だと思います。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） ７番、西田祐子委員。 

〇７番（西田祐子君） ３回目になって、ちょっとさっき質問し損ねたのですけれども、それ

では国保のこのやつの出産一時金なのですけれども、今白老町は大体年間210名ほどの新生児と

いう感じでここ一、二年続いていますけれども、そこの中でこの20件という数字は多いのか少

ないのか、また金額的にもどうなのかなというふうに感じているのです。今実際に出産すると、

30万円という金額でしたら、医療費とかという部分は大丈夫なのですけれども、現実に今若い

人たちが結婚されてお子さんをもし妊娠した、出産ということになったときに、30万円で実際

に産着を買ったり、おむつを買ったりとかしたときに、それで足りてあえて産もうかなという

気になるのかどうかなと。その辺、私もうちょっと金額大きくならないかなと正直言って感じ

ておりました。そういう考え方がこれからあるかどうかというのがもう一つです。 

 それと、先ほどの不法投棄の件なのですけれども、４月から当然法が施行されるということ

になりましたら、不法投棄がふえるのではないかということで、日本国じゅうでいろいろ言わ

れておりますけれども、これに対しての対策とか何かお考えがありましたらお聞かせください。 

〇委員長（及川  保君） 五十嵐町民課長。 

〇町民課長（五十嵐則夫君） 30万円で足りるのかどうかというお話ですけれども、出生人数

は二百二、三十ということなのですけれども、今私が言っているのは国民健康保険の加入者で

すから、基本的に。ですから、白老町全体の話では二百二、三十ですけれども、国保加入者で

すから。ですから、国保加入者の方で生まれた方に30万円出すということなので、あとそれが

多いか少ないかとなるとなかなか難しいところありますけれども、制度上30万円ということで

決まっていますので、そういうことで今は進めている状況でございます。今後また状況が変わ

れば、それは考えなければならないかと思いますけれども、現状はこんなところだというふう

に理解しています。 

〇委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

〇生活環境課長（須貝 貢君） 今言われる４月からの法施行というのはＰＳＥマークの関係

だと思います。ＰＳＥマークのない家電製品については、中古販売業者が売ってはいけないと

いう、逆を言うと一般家庭から仕入れることもできないということでございまして、これによ

って即不法投棄という考え方はどうかと思います。ただ、家電リサイクル法というのは、これ

はもう既に動いておりますので、家電リサイクル法に基づいた適正な処理をされるように町と

しては町民の方に周知してまいりたいというふうに思ってございます。 

〇委員長（及川 保君） 先ほどの保留の部分、答弁します。 
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〇生活環境課長（須貝 貢君） 先ほどの根本委員の質問で、検査については従前は保健所の

方に検体を持ち込んで検査してございました。１検体当たり6,900円という金額で検査してござ

いましたけれども、その後民間の方で検体をとって検査して6,300円というようなことでできま

すよということがありまして、これは町内の関係の方々にお話しして、今度民間の方、民間の

事業者がとりに行きますよという話し合いの中で今の状態になっているということでご理解い

ただきたいというふうに思います。 

〇19番（根本道明君） ３答目だね、これ。 

〇委員長（及川  保君） ４回目なのです。今の答弁で４回目なのです。 

〇19番（根本道明君） いや、３答目だ。今で３回目だから。おれ自分で考えてやっているか

ら、組み立てて。 

〇委員長（及川  保君） 今のが３回目の答弁なのです。 

〇19番（根本道明君） ２回目の答弁だよな。 

〇委員長（及川  保君） まだあるのですね。 

〇19番（根本道明君） ３回目だよ。 

〇委員長（及川  保君） それでは、認めますので、19番、根本道明委員。 

〇19番（根本道明君） 今の…… 

〇委員長（及川  保君） マイクを入れてください。 

〇19番（根本道明君） 金額が同じだというから、いいのかなと思うのですけれども、金額が

いいからということではなくて、これは飛生の問題とはちょっとかけ離れますけれども、全体

的に経常、経常と、この予算をずっと見たら出ていますけれども、ことし予算組みをするに当

たって大変みんな苦労をしたと思う中で、やはりこの経常というふうなものがどういうふうな

ものなのか。もう一度洗い直していると思うのだけれども、そこら辺で飛生は毎年同じ数字が

出ていますよというふうなことで、過去10年間ずっとやっていますよと。そういうふうなこと

で、件数的にも当時から見たらかなり減っている。そして、状況がどうなのかなといったら、

もう少しやり方を変えてできるだけかからないようにやるのも、努力するのも一つかなと思っ

て質問しようかなと思って、落としどころはここにあったのですけれども、これは答弁を課長

に求めても仕方ないと思いますけれども、ひとつ考え方をお知らせください。 

〇委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

〇生活環境課長（須貝 貢君） 地下水対策の問題につきましては、私の方から答えさせてい

ただきたいと思います。 

 この地下水対策をやって、大体10年くらいたつのです。その水質の実態も毎年隔月ごと浄水

器をつけているところについては変わらない状態でありますし、また原水についてもほぼ……

原水自体は飲料水的になる原水ですけれども、それも変わらない状態できているわけです。そ

ういうところからいくと、内部で今話ししているのは、今根本委員言われるようにほとんど変

わらない状態であれば回数をもう一回ずつ少なくしていくとか、何かそういうような方法も考

えられるのではないかなと、こう思います。ただ、飲んでいる方々にとっては、これは安心の
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部分がございますので、その辺の状況をちょっと協議しながら、そういう形も検討してみたい

というふうに内部では考えてございます。 

 以上です。 

〇委員長（及川 保君） 辻経営企画課参事。 

〇経営企画課行財政担当参事（辻 昌秀君） 私の方から予算全体にかかわる部分ということ

でお答えいたしますけれども、経常経費の見直しということで、これまでいろいろ取り組んで

きております。基本は各担当課の方で見直しをかけて要求していただくということにしており

ますけれども、さらにそういう内容についても財政という立場で予算の査定というのを行って

おります。個々の個別の部分はちょっと別にしまして、基本的にはそういう各課で努力しての

要求、またそれをさらに精査しての予算編成ということで今後も努力していきたいと思います。 

〇委員長（及川 保君） 12番、吉田和子委員。 

〇12番（吉田和子君） ２件について伺いたいと思います。 

 環境衛生費の中の生活習慣病に関してなのですが、先ほど…… 

〇委員長（及川 保君） ページ数は。 

〇12番（吉田和子君） 185ページから、ちょっとこれ予算組まれていないので、どうして予算

組まれないのかを聞きたいのです。検診等がかなり組まれております。白老町は、公共施設に

対しては、禁煙の問題なのですけれども、公共施設に対しては分煙室を設けたりとか、そうい

うことの予算措置は前にされていました。大体それが終わったから予算措置されていないのだ

なと思いながら、ただこの禁煙対策というのは今後さらに推進していくということが国の施策

としてもあると思うのですが、今後どういうところに問題があるかというのはやっぱり若い世

代、それから会社関係、公共とはまた別の場所になってくるのです。そういったことで、娯楽

施設等もそうなのですが、若いお母さん方、夫婦が子供を連れて食事に行ってもそこが分煙さ

れていないとかといういろんな問題があるのですが、検診等にかなり力を入れていますその以

前の問題として、何かその対策を今後指導していくとか、何かお知らせするとか、そういう推

進に対して何かお考えがないのかどうなのか、その辺を伺いたいと思います。 

 それから、199ページの白老町で始めることになりましたリサイクル銀行について伺いたいと

思うのですが、先ほど同僚委員の質問にもありましたけれども、2006年の４月から電気製品、

ＰＳＥ関係の品目、259品目の電気製品があるとかという話が今問題になっておりますけれども、

このリサイクル銀行の運営方法というのかな。どういった運営方法と、それから設置の場所は、

予算にはたしか場所の家賃等がのっているので、場所も大体決まっているのかなと思ったので

すが、あと品目、大体どういった品目を考えられているのか。もし品目の中にこの電気製品等

が入るのであれば、ちょっとこういう問題も出てきていますので、そういう対応をどういうふ

うにされるのか、その点を伺いたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 山口健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（山口和雄君） 禁煙の対応を今後どうしていくのかという、こういうことで

ございますが、健康増進法が施行されてから地域にも禁煙の施策がかなり進んできているのか
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なという形では受けております。それで、今後の関係につきましては若年層の禁煙対象がかな

り喫煙しているという状況も見受けられるということでございますし、実際小学校には教本を

配りながら禁煙対応を図っているところもあります。したがいまして、総体的な中では現在３

連携の推進方針にも示しておりましたとおり、禁煙については重点的に進めていきたいという

こともございます。したがいまして、３連携の中に重点的に広報、教宣等をしながら行ってい

きたいなというふうに考えてございます。 

〇委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

〇生活環境課長（須貝 貢君） リサイクル銀行の質問でございます。これは、目的としては

家庭で不用になった物品、この中からまだ使用できるなというようなものを選んで、いわゆる

リユース、再利用をしていくというのが目的でございます。これは、大型ごみなんかで出され

たものの中から、例えばお年寄りの方にこういうふうにするとまだ使えるよとか、これは簡単

にかんなをかける程度でいいでしょうとか、サンダーする、あるいは何かペイントを塗るとい

うくらいで、そういうような程度をまず考えてございます。今委員言われた品目の関係は、例

えば電気製品だとか、それから自転車というようなものについても、これは結構安全の部分で

問題がないわけではないわけです。ですから、そういうものは一応除外したいと思っています。

ただ、自転車等についてはそのままの現品のままで、手を加えるとまたちょっと後々の安全の

問題が出てきますので、それは物々交換できるような状態であれば、それはそういうような形

でもってやっていきたいということで、当面いきなり登別のクリンクルセンターのようにああ

いうふうに設けるということでなくて、まず一つは今言う大型ごみから出てきたものをチャレ

ンジショップなんかを活用して、まずそういう修理をして置いてみようとか、あるいは別な機

会のところで、その量によってですけれども、そういうことも考えてみたいと。それと、もう

一つは、こういうものが欲しいとか、こういうものが今うちにあるのだけれども、欲しい人い

ないでしょうかという情報の提供、これはチャレンジショップなんかの掲示を利用して、そこ

に欲しい……その仲立ちをしていくというようなことを当面出発点の中では考えていきたいと

いうふうに思ってございます。 

〇委員長（及川 保君） 12番、吉田和子委員。 

〇12番（吉田和子君） たばこの件なのですが、効果的な禁煙マニュアル等が今後できてくる

というふうに伺っているのですが、そういった情報は入っているのかどうなのか。また、そう

いうものがあった時点でまた今後そういう若い人たち、それからそういう娯楽施設等に配布を

していかなければならないのかなというふうには思うのですが、その点どのようにお考えなの

か伺いたいと思います。 

 それから、リサイクル銀行なのですが、これはあくまでも大型ごみで収集したものというこ

とで、持ち込みとか、そういうことにはならないということで理解してよろしいのでしょうか。 

〇委員長（及川  保君） 山口健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（山口和雄君） 禁煙関係のマニュアルについては、まだ承知をしておりませ

ん。ただ、先ほども言いまして重複するかもしれませんけれども、今後はやっぱり禁煙につい
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ては進めていかなければならないというふうに思っておりますし、３連携の中にも具体的な数

値目標を掲げているところでございますので、その目標達成のために推進していきたいという

ふうに考えてございます。 

〇委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

〇生活環境課長（須貝 貢君） 持ち込みの関係ですけれども、基本的には家具類については

大型ごみから出されたもので、今言われるようなものについては譲ってください、譲りますの

コーナーの中でできるのかなというふうに考えてございます。 

〇委員長（及川  保君） 先ほどの西田委員の保育料の件で答弁漏れがありますので、答弁さ

せます。 

 教育委員会、中島主査。 

〇子ども課主査（中島圭一君） 先ほどの西田委員の質問を保留していたことにつきましてお

答えさせていただきます。 

 保育料の最高額ですが、３歳未満児は６万6,300円、３歳児につきましては４万4,300円、４

歳以上児につきましては先ほど言いました３万8,300円となってございます。 

 それと、減免の件なのですが、保護者の申請により減免した件数につきましては、17年度は

９件でございます。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） ９番、吉田正利委員。 

〇９番（吉田正利君） ９番、吉田でございます。公害対策費についてお伺いいたします。 

 199ページ、大気汚染測定委託の日常点検の委託なのですが、これについて外部委託を内部に

変えれないのかという…… 

〇委員長（及川  保君） 吉田委員。 

〇９番（吉田正利君） これ終わりましたか。 

          〔「次だ」と呼ぶ者あり〕 

〇９番（吉田正利君） そうですか。失礼しました。 

〇委員長（及川  保君） ほかありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） 暫時休憩します。 

          休憩 午後 ３時２２分 

                                           

          再開 午後 ３時３５分 

〇委員長（及川  保君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 198ページ、２目公害対策費から209ページ、５項上水道費、１目上水道施設費まで。 

 ９番、吉田正利委員。 

〇９番（吉田正利君） ９番、吉田でございます。公害対策費についてお伺いいたします。 

 199ページの日常点検保守外部委託の件で、この大気汚染関係の外部委託については内部で調
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整できる手法はないのかどうか。 

 それから、201ページ、悪臭物質調査委託の関係、これはどこを想定しているのか。 

 それから、次の201ページの騒音調査の件でございますが、これはどこを想定しているのか。

これについてお伺いしたいと思います。 

〇委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

〇生活環境課長（須貝 貢君） まず、１点目の大気汚染の測定装置の関係ですけれども、こ

れは測定すること自体を委託しているのではなくて、日本製紙の前、体育館の横にある測定装

置、これの機種の保守点検を委託しているということでございます。 

 それから、次の悪臭物質については、においを発生する工場だとか、農業企業だとか、そう

いう部分を年６回程度、敷地境界の部分で検査してございます。 

 それと、騒音公害については町内20地点と事業所12地点、これもやはり境界の部分ですけれ

ども、年１回程度毎年測定してございます。 

 以上です。 

          〔「答えていない。保守点検を自前でできないか」と呼ぶ者あり〕 

〇生活環境課長（須貝 貢君） 済みません。保守点検を自前でできないかということでござ

いますけれども、これはこの機械自体が専門の機種でございまして、これはそこのメンテナン

スを入れた製作している会社の専用メンテナンス事業者に委託しているということで、機械自

体を職員が保守点検できる状況ではございません。ただ、データの読み取りとか、これはうち

の方でチェックしてございます。 

〇委員長（及川  保君） ９番、吉田正利委員。 

〇９番（吉田正利君） 公害測定においては、目的的にはいろいろとありますから、町内でで

きた資料が公に通用性がないとか、そういうふうなことがあるので、いろいろと課題があると

思うのでございますが、例えば騒音関係なんかは、今どういうふうな目的でとられるのか知り

ませんけれども、こういうふうなものは騒音計さえあれば十分測定できる範疇でないかと思う

のですが、その点はいかがでございましょうか。 

〇委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

〇生活環境課長（須貝 貢君） 騒音についても簡易なものにつきましては、ぽっと出たよう

なものについては職員が対応してやってございますけれども、このように一律にお願いしてい

るのは委託で専門業者にお願いしているということでございます。 

〇委員長（及川  保君） 自前でできないかという部分についてはどうですか。 

〇生活環境課長（須貝 貢君） ちょっと…… 

〇委員長（及川  保君） ちょっと暫時休憩します。 

          休憩 午後 ３時４２分 

                                           

          再開 午後 ３時４４分 

〇委員長（及川  保君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 須貝生活環境課長。 

〇生活環境課長（須貝 貢君） 済みませんでした。これにつきましては、騒音につきまして

は騒音計とレコーダーというのがございまして、これについては計量検定証明書というのがま

ず必要だということでございます。それと、測定結果の計量証明というのがなければ正式なデ

ータとして取り扱えないということで、この二つについてきちっとした資格を持った中での証

明がなければ出せないということなので、町としてはできないということでございます。 

〇委員長（及川  保君） 16番、谷内勉委員。 

〇16番（谷内 勉君） 谷内でございます。今吉田委員の方からありましたけれども、199ペー

ジの今の大気汚染、これについてちょっと再度伺いたいと思います。 

 この大気汚染の日常点検とテレメーターシステムの点検ありますよね。これは、今言った発

信機と受信機というような考え方でよろしいのでしょうか。それとも、この点検委託料、点検

の方、これもしあれでしたら同時に委託してできないのかどうか、この辺のところを１点伺っ

ておきます。 

 それで、もう一点なのですが、201ページの方の先ほど全く吉田委員からありましたように、

過去に悪臭の物質、分析結果に異常があった箇所があるかないか、その辺のところをちょっと

お願いします。 

〇委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

〇生活環境課長（須貝 貢君） まず、保守点検を一緒にできないかということでございます

けれども、これは性格が違いまして、まず日常保守点検の委託というのはあそこにある体育館

のところのあれそのものの保守点検の委託でございまして、そこから発せられるデータがテレ

メーターシステムで子機にうちの方へ送られてくるということでございまして、これに出てき

たデータは毎朝うちの方でチェックして異常あるかないかというのを見ているわけでございま

す。これが同時にあわせてということには、ちょっと今の委託のシステム上からはならないの

かなと。ただ、料金的には今これから契約に入っていきますので、もう少し安くならないかと

いうことの検討は協議している最中でございます。 

 それと、悪臭でございますけれども、悪臭のいわゆる感覚公害と言われている部分でござい

ますけれども、過去のデータの中では基準を上回るデータは出てきておりません。ただ、にお

いとしての苦情はかなりございますけれども、その辺の感覚的な問題が結構あるのかなという

ようなことでございます。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） 16番、谷内勉委員。 

〇16番（谷内 勉君） 谷内です。ということは、今言った道路際にありますよね、北吉原の

あそこ。あれが要するに発信というようなことでいいのですかね。そして、それを今送られて

きて、要するに計器板なら計器板のそれにみんな表示されるようになっているのですよね、デ

ータが。それは、だから発信と受信というような形で受け取ってよろしいのでしょうか。いい

のですね。 
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〇委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

〇生活環境課長（須貝 貢君） 発信といいますか、あそこで分析されてそのデータが送られ

てくるということでございます。ですから、あそこからデータが送られてくるということです

から、発信ということになるのか、そこで出されたデータがここへ送られてくるということで

ございます。 

〇委員長（及川 保君） ３番、山本浩平委員。 

〇３番（山本浩平君） ３番、山本でございます。209ページ、町立病院の待合室設置工事につ

いてお尋ねしたいと思います。 

 たしか三十数平米ぐらいの広さを仕切りか何かして直す工事だと思うのですけれども、たま

たまなのかどうなのか、1,000万円というまとまった数字が出ていますけれども、これが高いか

安いかいろいろあると思いますが、この中身についてわかる範囲で教えていただきたいと思い

ます。内訳です。 

〇委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 

〇病院事務長（丸山伸也君） 実は、当初要求しましたのは1,400万円ほどのお願いをしており

まして、いろんな絡みの中で1,000万円程度でもってできる内容に何とかしたいと思っています。 

 それで、待合室の若干の概要について簡単に説明させていただきます。ご指摘の点、35.64平

米、大体畳数に直して21.6畳ぐらいを考えております。それで、位置が若干まだ確定はしてお

りませんが、内科診察室の南側の方に、浜側の方に内視鏡室という直腸とか大腸に入れるスコ

ープの部屋があるのですが、そこを若干移動をさせてスペースをつくり込みたいと考えていま

す。それで、そのために検査室、今臨床検査をやっていますけれども、検査室の内部を若干整

理をさせていただいて、そこに余裕のスペースをつくって、そこに心電図室と超音波室をつく

ると。あわせてつくり込んで、あいたスペースを待合のスペースにしたいと、こういうふうに

考えております。 

〇委員長（及川 保君） ３番、山本浩平委員。 

〇３番（山本浩平君） 大体の内容はわかりましたけれども、この1,000万円のこういうのが

1,000万円の中で主にかかるのだというのを具体的にもし構わなければ教えていただきたいと

思います。 

〇委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 

〇病院事務長（丸山伸也君） 細かい積算は実はできていませんが、一番問題になるのは壁の

移設にかなり金額がかかるだろうと。それと、移動用のガスが実は各所に入っておりまして、

これの移設と、あと特に検査室の内部で水回りを結構使っていますので、こういった水回りの

移設等に、ですから設備関係のあれに大体600万円ぐらいかかるのではないかなというぐあいに

言われています。ただ、これも実際４月に入りましてから実施設計をきちんと組んでみないと、

何にどれぐらいかかるかということについてはちょっとまだ確定していないような、こんな状

況になっています。 

〇委員長（及川 保君） 11番、氏家裕治委員。 
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〇11番（氏家裕治君） 11番、氏家です。今の待合室の関係でちょっとお聞きしたいのですけ

れども、例えばそういった施設のある部屋を移動しながら壁をどうのこうのしなければいけな

い。そして、その設備費に600万円もお金をかけるぐらいだったら、逆にそれはそのままにして

おいて、待合室だけを増設した方が安上がりにつくのではないかと僕は思うのです。たかだか

これ21.6坪に…… 

〇委員長（及川 保君） 21.6畳。 

〇11番（氏家裕治君） 21.6畳ね。ごめんなさい。そうしたら、10坪ぐらいですよね。坪単価

100万円かけるといったら……僕はそういうふうに思うのです。その部屋をつくるために設備を

移動しなければいけない。設備を移動しなければいけない理由があるのだったら僕はわかるの

ですけれども、待合室をつくるためにその設備を移動しなければ待合室ができないのであれば、

場所をどこか考えた方がいいのではないかなと僕は思うのです。 

〇委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 

〇病院事務長（丸山伸也君） 実は、場所につきましては今ご指摘にありましたとおり病院の

建物の外に出したいということでお話をしました。ただ、そうしますと今度は人員の配置の問

題とか、実際健診に来られたお客さんの利便性を考えると、外に出してしまうと次の検査、こ

っちの内科の診察と、こういうふうに歩いてもらう、エックス線に行くとか、そういったもの

についてかなりご不便をかけるというような形になります。それで、当初検査室を外に出して

はどうかと。検査室のところをすっぽりあけてくったらどうかということでお話をしましたと

ころ、それについてもやはり検査室をつくるとなると、新たに建てかえすると大体80平米ぐら

いの建物がどうしても必要になってしまうと。それと、検査のためのいろんな職員間の動線が

非常に長くなってしまうと。こういうことがあって、最終的には何とか内部でもって空間を見

出して、そこに待合室をつくった方がいいのではないかと、こういうような結論になりまして、

当初は外にもつくるということでも検討させていただきましたけれども、それにしてもやっぱ

り費用がそれくらいかかるということですから、それであれば内部に何とかつくり込みたいと、

こういうような結論に至ったわけでございます。 

〇委員長（及川 保君） 11番、氏家裕治委員。 

〇11番（氏家裕治君） これで最後にしますけれども、確かにそういった検査箇所に近いとこ

ろ、利便性のいいところに待合室を設けるというのはよくわかりますけれども、一般待合室だ

とかありますよね。一般待合室と中庭の間のスペースだとかありますよね。あの辺というのは

構想の中に入らなかったのか。僕は、例えば壁で仕切るにしても何にしても、一般の待合者の

方々とのそういったものを分けるにしても、あの辺で適当な……適当なという言い方はどうな

のかわからないけれども、十分何か賄える。10畳ぐらいのスペースのものであれば、十分あの

辺の…… 

          〔「21畳」と呼ぶ者あり〕 

〇11番（氏家裕治君） 10坪でしたっけ。済みません。10坪ぐらいのものであれば、十分あの

一角を利用して何とかできそうな気がするのです。これは、技術的な問題もあるのかもしれな
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いし、ただそういった環境、動線というものを考えたら、あの辺でも十分対応できるのではな

いかと素人目では考えるのですけれども、その辺については考えの中に入ったのか入らなかっ

たのか。 

〇委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 

〇病院事務長（丸山伸也君） 実は、今お話のあったところ、私も一番最初に目をつけました。

そこに何とかつくりたいと思ったのですが、実はあそこは３階からの避難路に当たっています。

シュートがあそこのところにすとっと落ちてくるようになってきて、そこに建物は建てられな

いと。消防法上ちょっと無理だと。本当はあそこを拡張できれば一番よかったのですけれども、

ちょっとどうしてもその辺がクリアできないということなものですから、そういったことであ

そこの場所についてはできないということで判断をさせていただきました。 

 以上です。 

〇委員長（及川 保君） 11番、氏家裕治委員。 

〇11番（氏家裕治君） わかりました。その３階の非常口の移設とかというのは考えられない

部分……変な話、1,000万円かけようと思ったらできるのですよね。だから、その辺も検討した

のでしょうけれども、今非常口という話が出たので、その辺をちょっとお聞かせください。 

〇委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 

〇病院事務長（丸山伸也君） 確かに検討しました。ただ、３階もほかに非常口をあけるスペ

ースがどうしてもとれないというようなことがありまして、やむなくあそこに、内視鏡室のと

ころにつくるということで判断をさせていただきました。 

〇委員長（及川  保君） ５番、玉井昭一委員。 

〇５番（玉井昭一君） ５番、玉井です。202ページ、緑化推進費で、この緑化を推進するとい

うことは非常に大事なことなのですが、実は私のうちの会社の前のクロマツが相当あれ大きく

なって、車で出るときに右、左見づらい状況になっている。見づらいということは、事故が発

生しやすいということなのです。この懸念を前から指摘しているのですが、だからといってこ

れは開発局から予算が町に来てやっているのだと思います。これは、今言ったように大事なこ

となのだけれども、事故が起きるか起きないかということも、これもまた重要なことなのです。

私自身が、私のトヨタカローラの方の出口も、それからだるま食品の向こう側の出口も見づら

いのです。この辺、これからいろんなところにこういうところがあると思うのです。あのクロ

マツは、まだまだ大きくなるのですよね。あれがどんどん大きくなったら、本当に見えなくな

るのです。今はまだようやく見えるかなというぐらいで、あれ以上大きくなったら大変になる

のだけれども、今後どうやって対策すべきなのか。あそこに何も植えていないときが一番草も

刈りやすいし、よかったのだけれども、だからといってこの辺のことをどうやって処理してい

いものか。私自身は、これはわからないのだけれども、ちょっと担当者の回答を聞きたいので

すけれども。 

〇委員長（及川  保君） 煤孫助役。 

〇助役（煤孫正美君） 委員の会社の前というと、言われているのは多分工業団地を造成した
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ときに工業団地としての緑化ということで植えたものだというふうにちょっと押さえているの

ですけれども、あれは道路の歩道の中には入っていませんね。外側ですよね。 

〇５番（玉井昭一君） グリーン地帯、グリーンベルトというか、うちの道路のこっちにある

でしょう、うちの方。あれの間。うちの前の緑地帯。 

〇委員長（及川  保君） 国道と中にもう一つ。 

〇助役（煤孫正美君） グリーンベルト。 

〇５番（玉井昭一君） グリーンベルトでなくて。 

〇助役（煤孫正美君） 違いますよね。 

〇５番（玉井昭一君） 緑地帯があるでしょう、うちの前に。 

〇助役（煤孫正美君） わかりました。 

          〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇助役（煤孫正美君） 工業団地造成のときにつくったもので、開建のものとは違います。う

ちのものです。それで、見づらいということになれば、今ほかの石山工業団地の方も剪定作業

だとかやっておりますので、そういう中でちょっと対応していきたいというふうに思っており

ますので、それは地域の皆さんのちょっとご意見も聞きながらやっていきたいと思いますので。 

〇委員長（及川  保君） 13番、斎藤征信委員。 

〇13番（斎藤征信君） 斎藤です。207ページの古いごみ処理場の煙突の陣がさ取りつけなので

すが、これは今使っていないものについて上にかさをつけなければならぬ。それに200万円かか

るということは、これは汚染が広がる可能性があってそういうことをするのか、その理由につ

いて伺いたいです。 

〇委員長（及川  保君） 煤孫助役。 

〇助役（煤孫正美君） では、私の方からちょっとお答えいたします。 

 やっぱりダイオキシンの問題で、やはり各地の処分場の煙突について今大きな社会問題にな

っておりました。それで、やはり壊すということになれば相当な膨大な費用がかかると。要す

るに億単位の金がかかるのではないかというお話もあります。そういう中で、その補助金の方

も、あれを壊す費用を補助金で見るということになれば、その跡地利用がしっかり明確でなけ

れば補助金も充当できないということの中でやった場合に、単独費でやるということになれば

非常にその負担が伴ってくるので、今ダイオキシンの関係でまず押さえて状況を見ようかとい

うような形で今回はこの予算計上をしたということでございます。 

〇委員長（及川  保君） 13番、斎藤征信委員。 

〇13番（斎藤征信君） 斎藤です。全部壊してしまうと何億円もかかるし、補助金の問題も出

てくるという話は私も聞いていて、何年か前に国からアンケート調査があったりして、どうい

うふうに利用するつもりがあるかないかみたいな調査があったのも私聞いて知ってはいるので

すけれども、それだけの金が一遍に出ないだろうし、ということはそれをさておいても、では

それだけ心配しなければならないものなら、ふだんあそこら辺がそういうダイオキシンが黙っ

ていて拡散するだとか、広がっているだとか、あとは今でもあの付近、そういう汚染の心配と
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いうのはないのかどうなのか。人もたくさん通っているところでもありますし、そういう心配

というのはないのかどうなのか。そのあたりはどうなのでしょうか。 

〇委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

〇生活環境課長（須貝 貢君） この問題につきましては、たしか９月の定例会だったと思う

のですけれども、一般質問がありまして、いろいろお答えしているところでございますけれど

も、まずこの焼却炉の処理の仕方として北海道から廃止済み焼却炉の点検マニュアルというの

が出されてございます。そして、その中で施設の対策として、設備対策として、まず煙突を閉

鎖しなさいということになってございます。それと、焼却炉の開口部については、これは閉鎖

しなさいということと、関係者がみだりにその施設の中に入らないような措置をとりなさいと、

これがなっているわけなのです。それを受けて、北海道で休止焼却炉は97施設持ってございま

す。これ昨年の４月の状況でございますけれども、97施設のうち煙突閉鎖というのが77施設も

う済んでいまして80％の各町村では対応しているということでございます。残り13％、これ白

老を含めてまだ対応していないというのが実態でございまして、安全については水質調査をや

ったりしてございますけれども、危険性があるのでこういう措置をとりなさいという道からの

マニュアルに従って今回予算計上させていただいたと、こういうことでございます。 

〇委員長（及川 保君） 大丈夫なのかということはどうですか。あの周辺を通る人たちがい

るのだけれども、大丈夫なのですかということ。 

〇生活環境課長（須貝 貢君） ですから、その安全対策については今申し上げましたように

水質とかの調査をやってございます。 

〇委員長（及川  保君） 13番、斎藤征信委員。 

〇13番（斎藤征信君） 素人目にわからないのですけれども、確かに拡散しないように封鎖し

なければならぬということはわかるのだけれども、それに陣がさを、かさをつけるということ

というのは一体どういうことなのか。かえって封鎖してしまうのだったら、上からコンクリー

トを流してとめてしまえば、それで済むのかなと思うし、あれは立っているものだから危ない

から、そういうふうに途中で封鎖してしまって上の部分だけでも取り払うだとか、そういうよ

うな部分的な解体をやるなんていう方法がないのかどうなのか。 

 これが最後ですから、あと一つ聞いておきたいのですが、ということは今とめておいて将来

的にはあそこは更地にして何かの別なものに利用できるとか、そういうような構想は一切……

そういうふうに使えるようになるのかどうなのか。そんなことは考えなくていいのかどうなの

か、そのあたりはいかがなものでしょうか。 

〇委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

〇生活環境課長（須貝 貢君） まず、陣がさをするというのは一番経費が安くて効率的とい

うことの中です。例えばあそこの上まで持っていって、60メートルの煙突の上までコンクリを

持っていって下に落とすということになると、60メートルをコンクリで埋めるということにな

ると、これまた相当の費用がかかりますし、ぼっと上をふたしてしまうことが今の計算の中で

は一番効果的で安い方法というふうにとらえてこの予算。 



 

 70 

 それと、解体の部分については、先ほど助役の方からも答弁申し上げましたけれども、跡地

利用の計画があって初めてその解体に補助金がつくということでございまして、一番の安全策

としては解体してしまうことが一番安全ですけれども、それには約２億円以上の費用もかかる

ということで、次の利用計画が出た時点で検討すべき問題なのかなというような、あと老朽度

合いを見合わせた中で考えていく問題かなと、こういうふうに考えてございます。 

〇委員長（及川  保君） ほかありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） 次へ進みます。 

 ５款労働費及び６款農林水産業費に入ります。210ページから221ページまでの労働費及び農

林水産業費全般について。 

 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。農林水産業費、221ページの水産関係で登別漁港の物

揚げ場に屋根をかけるというのが、これは町ではないのかもしれませんけれども、あります。

それで、これは屋根をかける意味と、それを活用することによってどう何が漁業者にとって変

わるのかというところだけちょっとお尋ねしたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 堀江水産港湾課長。 

〇水産港湾課長（堀江 寛君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

 まず、岸壁に屋根をかける工事につきましては室蘭開発建設部の方で実施いたします。その

目的としては、やはりこれからの水産物は今までの議会の中でもお話のありましたようにやは

り安心、安全な新鮮な水産物を提供するということで、具体的に申しますと例えば屋根をかけ

ることによってカモメのふんや何かが防止できると。それと、もう一つは、直射日光を遮るこ

とができると。そういった利点がありますので、屋根をかけるというのがもうあちこちで進め

られております。 

 以上でございます。 

〇委員長（及川 保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。わかりました。 

 それで、例えばこの白老港でこういうことをやると。これは、今ご説明ありましたように必

ずこうなっていくと思うのです。そして、当然それは前後に影響を与えるようになっていく。

通ったときに氷を入れてくれだとか、いろいろな形になっていくでしょう。そのときにやっぱ

り白老町全体のことを考えたら、白老港にもこうなるべきだろうなと思うのだけれども、それ

はそう簡単にいくものではないのですか。 

〇委員長（及川  保君） 堀江水産港湾課長。 

〇水産港湾課長（堀江 寛君） 当然白老港も今後そういうことを実施していかなければだめ

だと思います。ただ、これは何年か前にちょっとこういう話、実は何か持ち上がったというこ

とを聞いております。まだちょっと時期が尚早ということで、今般登別漁港の方から先に実施

することになりましたけれども、当然こういうことをこれから考えていかなければやはり水産
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業は取り残されていくと思いますので、具体的な時期については今後いろいろと室蘭開発建設

部と打ち合わせしていかなければだめですけれども、将来的にわたっては当然同じく考えてい

くということで検討しております。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） ほかありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） 次に進みます。 

 222ページから229ページまでの商工費全般について。ございませんか。 

 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。229ページ、食材王国の関係で、しらおい誇りある故

郷づくり事業と、こう書いて60万円とあるのですけれども、ここの主な内容と根本的な問題を

解決するような手だてになるのかどうか、この点。 

〇委員長（及川 保君） 三戸産業経済課長。 

〇産業経済課長（三戸功二君）  食材王国の関係ですけれども、委員ご承知のとおりこれまで

２年間啓発関係を含めたシンポジウム、２年続けてやってまいりました。こういう食に関する

啓発については、これからも機会あるごとしていく必要があろうかなというふうに思っていま

すが、18年度で今私ども考えているのはもっとこれを具体的に、前回の委員からご質問をいた

だいた代表質問なんかの中でも申し上げておりますけれども、結局今食材王国の中に大きく四

つの柱を実は持っておりますけれども、これの食材王国の最終目標というものがいわゆる地域

の活性化ですよと、産業の振興ですというところがございますので、18年度においてはこれも

直接白老にいろいろある豊富な資源、素材というものをぜひ例えば白老のホテル、旅館でそれ

ぞれしゅんの物を来られたお客さんに提供できる、そういうような一つシステムをちょっとつ

くろうではないかということをまず一つ実は考えております。あと、当然そのためには、白老

にそれではいろいろあるよといってもどういうものがあるのかという、そういう食材リストみ

たいものもこの辺で１回整理してみようではないかということも考えておりますし、そういう

基本的には今までの啓蒙、啓発的なところから一歩進んだひとつ動きをしようというのが基本

的に考えているわけでございます。具体的なところはこれから詰めてはまいりますけれども、

例えば生産供給体制の確立という部分なんかでいけば、先ほど申し上げましたけれども、食材

リストの作成だとかデータベース化、あるいは地産地消を推進するという部分なんかでいけば

チャレンジショップの展開であるとか、あるいはもっと観光とのつながりをしたときにはこの

食材王国に関するツアーの造成をしたらどうかとか、そんな具体的な取り組みをしていきたい

なというふうに実は思っております。 

 また、食育の関係なんかについては、町長の執行方針でも申し上げておりますけれども、教

育委員会との連携をとりながら、今現在教育委員会が進めておりますこの17年、18年度に行い

ます食の実践教育ですか。こういうものとタイアップしながらそういう啓発をしたり、いずれ

にしても冒頭申し上げましたように、これまではどちらかというとソフト的にこの食の安心、
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安全というものをひとつメーンにしながらシンポジウム等を進めてきたという経緯があります

けれども、これをもっと具体的に産業活動、地域の活性化につながるようないろんなことを今

後検討しながら一つ一つ積み重ねていきたいなと、そんなふうに考えております。 

〇委員長（及川 保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。言っている意味がちょっと、僕がいつも具体的だと

言うから、具体的に言ってくださったのだけれども、例えば60万円の予算で今のことをやって

本当に食材王国ってできるのですか。僕は、やっぱりちょっと長期的な方針をきちっと立てる

ということの方が先ではないかというふうに思うのです。もちろん具体的にやるということは

極めて大切です。ただ、現在の状況の認識をどのようにされているのか。例えばもうちょっと

広く、もうちょっと長い形の中で白老を本当に売り込むにはどうするかと。本当に白老の旅館、

ホテル、これ登別さんに比べたら、はっきり言えば物すごくレベルが違う部分もある。そこに

供給するのは、第１弾目としてはそうかもしれないけれども、本当にレベルアップしていくと

いうことになれば、量の問題から何からすべての部分があるわけです。だから、もうちょっと

大きく仕組み、システムづくり、食材王国の仕組み、システムづくりを私はやるべきではない

かなというふうに思うのですけれども、その点はいかがですか。 

〇委員長（及川 保君） 三戸産業経済課長。 

〇産業経済課長（三戸功二君）  まず、60万円の予算で何をという話ですけれども、私はこの

60万円という予算で何点か今申し上げたことがすべてそれでは予算を伴わなかったらできない

ものかどうかというところからいったときに、これは予算がなくても通常の事務事業の中で取

り組める事業は相当あるのだろうなというふうに思っています。 

 それと、食材王国全体の方針という考え方ですけれども、これは先日の代表質問の中でもい

ろいろご論議させていただきましたけれども、食材王国というその事業で、それで進むという

考え方でなく、白老の食材王国というのは、これはあくまでも一つのキーワードに持っている

のですよと。そういう部分でいけば、それぞれ各農業にしても水産にしても、あるいは商業に

しても、あるいは観光面にしても、それはそれぞれの予算の中で組んでいる事業を、それを推

進していくよと。それは、それぞれの各分野の基本的な考え方というものを持って事業の推進

をしているわけですから、そういうものを推進していく中でこの食材王国という一つのくくり

を、これも大事にしながらいろんな事業との連携の必要性だとか、当然食材王国を進める上で

この事業に対してどういう効果が出ているのか、それらを分析しながら進めていくというご答

弁をさせていただいたかというふうに思いますけれども、基本的にはそういうような考え方の

中で進めてきたいというふうに思っております。 

〇委員長（及川 保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。これで議論する気はないですけれども、ただ個々の

ことは個々に任せるとしたら、今までとどこが違うかということになるわけだ。食材王国の名

を売って白老を売り出し、地域の活性化を含めた産業の活性化を図るというわけでしょう。そ

うしたら、個別にやったら今までとどこが違うのか。くくる部分が大方針を持たないでどうや
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ってくくってやるのかと。やるのはどうぞ勝手に各水産なり農業なりでやってくださいと、そ

ういうことでは僕はないと思うのです。くくるという意味は、食材王国そのものをやることに

よって町の産業が活性化していくというものにきちっと見える形にならなかったら、食材王国

ですから、一国なわけだから、それぐらいのやっぱり僕は方向づけがないと、そこに本当に産

業が活性化するのかなと。今までとどこが違うのか。例えば水産で見たら、農業で見たら、牛

肉で見たら、どこが違うのかと思うのです。やっぱり両方確保しなかったらだめだとなれば、

確保するための方策を考えなくてはいけないわけだから、それは確かに考えたのは農業の方か

もしれないけれども、そういうことを見きわめて方向づけを出さなければだめなのではないの

かと、大きなやつを。僕は、やっぱりそこら辺が産業を活性化する最大の眼目ではないかと思

うのです。それを個々に分けて、また個々でやってくださいよということであれば、今までと

どこが違うのか。ただ旗振って、白老町は食材王国でと旗振るだけですか。そういう政策では

僕はないと思うのだけれども、いかがですか。 

〇委員長（及川  保君） 飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） この食材王国は、私の選挙のときの公約でもございます。例えば朝市、

これは白老の町民感情なのです。朝市をやるのに二十何年かかって、やっと僕が担当課長のと

きにできたのです。それまでは地元の商店街とか、いろいろ調整がありましてできませんと。

実は、まだそういう段階だったのです。 

 それで、今課長の方から言ったのは、いわゆる地産地消というのがございます。これは海の

ものでございます。例えば朝イカがとれた場合、漁組の方にもう既に言ってあります。それを

安く提供してくださいと。そうしたら、白老のホテル、旅館、民宿も要するにしゅんの物が食

べれますよということでいろいろやっているのですが、やったところがなかなかまた刺身にし

て持ってきたらとか、そういう議論になってくるのです。これは、本来は時間がかかるのです。

それと、例えばハンバーグありますよね。あれは、すそ野のいろんな肉だとか余った肉をハン

バーグにしているのですけれども、それについても加工をするのに農協にいろいろ今、この前

もちょっと言ったのですけれども、室蘭の業者がまだ加工していると、農協の分を。白老で加

工できるところはあるわけですけれども、まだ大分時間かかるのです、これから。かかるので

すけれども、これがきちっといった場合、本当に民宿からホテルまで、要するにまさしく食材

として提供できるのではないかなと。一方では、いい話としてマグロが最近とれるようになり

ました。七、八十本とれているのですか。そういうのも例えば白老に１店舗でいいから、しゅ

んのマグロを買える店をつくってくださいと、そういうことも今お願いをしているのです。前

は戸井の方まで持っていったのですが、今は室蘭に入れています、マグロも。そういうことで

漁組も、農協はちょっとまだおくれているのですけれども、漁組の方はかなりいいスタンスで

協力体制にあります。うちにはまだまだスケソウの時期も、スケソウもあれは出すだけではな

く、いろいろ調理方法あります。そして、今はハタハタとか、いろんなしゅんの物がそれぞれ

とれていますので、それらを何とか地場の民宿からホテルまで含めて、市場に卸す値段で考え

たら、かなり安いものなのです。ですから、市場より高くてもかなり安いのです、倍で売って
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も。ですから、そういう部分でわざわざホテル、旅館が室蘭まで買い物に行くのではなく、も

っと地元で買えるようなシステムをつくりたいと。それによって、観光とうまく連携しながら

振興策に結びつけれると、いわゆる食を切り口にして振興策の底上げを図るというのが食材王

国の基本的な考え方です。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） ９番、吉田正利委員。 

〇９番（吉田正利君） ９番、吉田でございます。225ページ、企業誘致の関連予算について質

問いたします。 

 ことしは、促進住宅がなくなりましたので、現実的に417万5,000円の予算でございます。昨

年から比べると41万円、この部分だけ見ますと約15％ぐらい減っているわけでございますが、

これは機械的に数字を減らしているのではないかと私は見ているのでございます。要するにこ

の事業を本格的に進めるとすれば、もう少し政策的な予算形成が必要でないかと思うのでござ

います。それが１点でございます。 

 二つ目は、227ページの倶多楽湖の観光に対してでございます。トイレの掃除の委託料で26万

円出ております。倶多楽湖そのものは、白老町の観光予算に対して何か稼げる施設があそこに

あるのかどうか、この２点について伺います。 

〇委員長（及川 保君） 三戸産業経済課長。 

〇産業経済課長（三戸功二君）  企業誘致に関する総体の予算の関係でのご質問でございます。

大きく減になっているのは、今委員ご指摘のとおりでございまして工事請負費がなくなってい

る部分、それと多少削減の部分があるというのは、基本的には今委員おっしゃる政策的な部分

というのは、ある面ここの予算の中でいけば政策的といってもある面経常費的な部分にもなる

のかなというふうには思いますけれども、基本的にまず経常費としての計上の部分については

いわゆるマイナスシーリングがかかっているということがございまして、基本的にまずそこを

我々担当の方としても重視せざるを得ないという部分が一つあります。 

 あと、今おっしゃいます政策的な予算のとり方という部分については、ある面おっしゃると

おりなのかもしれませんが、これは当初予算ではっきりそこを見込めてその予算も必要ですよ

という事案があれば、当然そういう組み方もするということになりますけれども、これは今我々

もこれから一生懸命動きますけれども、その場面においてどうしても必要な予算があるとすれ

ば、その場面、場面において議会のご理解もいただきながら補正対応でやっていきたいなと、

そんなふうに考えております。 

 それから、倶多楽湖の関係でございますけれども、これが白老の方のいろんな観光的な取り

組みとしてのあれがあるかということなのですが、ご承知のとおり今白老の事業所さんがあそ

この場所で事業を行っているという実態にはございません。これは、今１事業者やられており

ますけれども、なかなかあそこの区域の中で、例えばいろんな計画をお持ちになっていろんな

ことをやろうという場面においても、やはり国立公園という一つのネットがかかってございま

して、そういう部分で自由にいろんな展開ができるということにはなりませんし、過去のずっ
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と長い経歴の中から１事業者さんがずっとレストハウスを含めてやってきているという、そう

いう状況がございます。白老の方の関係の方からいけば、倶多楽湖との中でかかわりを持って

いるというのは中央漁協さんがあそこでヒメマスの放流をやって、そして釣りに供していると。

そういう関係はございますけれども、全く観光的な部分で白老の事業者さんがあの場面で展開

しているという状況はございませんし、なかなかそれを展開しようとしても厳しいネットがか

かっていると、そういう状況にございます。 

〇委員長（及川  保君） ９番、吉田正利委員。 

〇９番（吉田正利君） ９番、吉田です。第１点の企業誘致の関係については、進める中で具

体的な対案が出た場合はそこで予算化するということでございますので、ぜひ前進的な方法で

効率的な予算を組んで進めてもらいたいと思います。 

 倶多楽湖につきましては、今の考え方の中でどうしても白老町が関与しても余りメリットが

ないという考えなのでございましょうか。その点について、もう一度お話をいただきたいと思

います。 

〇委員長（及川 保君） 三戸産業経済課長。 

〇産業経済課長（三戸功二君）  あそこの地域に関して、かかわり方が町としてするつもりが

ないという考え方は持ってございません。当然白老の行政区域の中でございますし、あそこも

透明度なんかも一時は日本一か二ぐらいのそういう状況にある大変すばらしいところでござい

ますから。ただ、今の状況の中でいけば、現実にやられている事業者さんがおりますし、新た

にまたそれを開発して云々というときには、なかなか規制の問題で難しい面がありますけれど

も、私どもの方とすれば今やられている事業者さんと連携できるものは連携しながら進めてい

きたいなというふうには思っていますが、一番私どもがやっぱりちょっとネックかなというふ

うに思っているのは、白老からのいわゆる直接的に進入できる道路が実はないのです。中登別

の方からでないと行けないという、そういう状況がございますけれども、ただ町としてもあそ

この景観を含めた自然については何らかの形でやはり、何らかの形というよりも一つの景観地

ですよという位置づけはしてございますし、全然かかわりを持たないという考え方は一切持っ

てございません。 

〇委員長（及川 保君） ３番、山本浩平委員。 

〇３番（山本浩平君） 225ページです。チャレンジショップ等推進事業についてお伺いいたし

ます。 

 大町商店街のところで行われましたチャレンジショップの総括と新規の推進事業のこの予算

にかかわる内容についてお尋ねしたいと思います。 

〇委員長（及川 保君） 三戸産業経済課長。 

〇産業経済課長（三戸功二君）  17年度において実施したチャレンジショップ、この総括とい

うことでございますが、現実問題商工会の委託事業という形の中でやっておる事業でございま

して、その成果についてはこれから出てくるということになろうかと思いますので、全くの成

果としての詳しい状況については今はまだお示しできる段階にはありませんけれども、ただこ
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れまでの進めてきた中に当然町の職員も入ってやってきておりますから、そういう部分で押さ

えている部分で申し上げますと、確かに10月からというわずか３カ月の取り組みということも

ございまして、それは全くの大きな効果が出たかという部分でいけば、それは期間の問題を含

めて必ずしもという部分はあります。ただ、当初予定した採算ベースと申しましょうか、そう

いう部分で月100万円ぐらいという部分で立てた結果が12月のいろいろお歳暮時期なんかの効

果もあったのかもしれませんが、最終的には300万円を超えているという、実はそういう実績が

上がっているわけです。それと、ああいう小さい中での展開ではございましたけれども、それ

なりに皆さん足を運んでいただいて、多少なりともあの地域のにぎわいをつくってもらったの

かなと、そういうような効果といいますか、実績があったのかなと、成果があったのかなと、

そんなふうにはとらえてございます。 

 それで、この18年度におきましては、17年度これはチャレンジショップばかりでなく、大町

の商店街の活性化というところで調査研究やっておりますから、いろんな各地の事例だとか、

いろんな調査をやってございます。もちろん今現地の状況の再把握をしたり、あるいは今後あ

いている店舗の利用について、それぞれの持ち主の方がどういう意向を持たれているのか、そ

ういうようなものをいろいろ調査してございますので、全体的にはその調査結果がこれから出

てまいりますけれども、少なくともそういうものを一つ踏まえて18年度このチャレンジショッ

プをまず一つ継続実施したいなという考え方を持ってございまして、そういう中でそれぞれ新

たな創業意欲のそういう気持ちを高めていただく、そういうようなところの支援をしていきた

いなと、そんなふうに実は考えております。今回前年度から比べれば、予算的にも少しアップ

しての考え方でございますけれども、当然やはり今年度、17年度でやったスペースなんかも必

ずしもそう大きなスペースでもなかったこともあって、多少ちょっともう少し広いスペースの

中でそういう展開をしていきたい。そのために、また多少の室内の改装なんかも必要でしょう

というようなことを含めて若干ちょっと昨年よりは、17年度よりは予算的には多くはしており

ますけれども、いずれにしてもそういう３カ月という短いチャレンジショップの展開ではあり

ましたけれども、そこでいろいろ出てきている課題等も踏まえながら、このチャレンジショッ

プというものを継続実施していきたいと、そんなふうに考えております。 

〇委員長（及川 保君） ３番、山本浩平委員。 

〇３番（山本浩平君） 先ほどのご答弁で、目標の額以上に超えたというお話でございました。

これは、空き店舗対策が基本にあって始まった事業だというふうにとらえているのですけれど

も、チャレンジショップそのものを頭から否定するというつもりはないのですけれども、私は

チャレンジショップそのものの事業よりも地元での購買力をいかにふやしていくかという政策

が必要ではないのかなと思っているのです。と申しますのは、対象になるというか、どこに流

れているのかと申しますと近郊のやはり駐車場も広いし、品ぞろえも豊富なすべて大型店に流

れているわけですよね。ですから、いかに町内で購買してもらうかというようなことのための

政策というのが必要ではないのかなと。例を挙げればいろいろエコマネーみたいな、元気マネ

ーみたいなものをつくるのも一つでしょうし、いろいろなお店関係をやられている方たちが提
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携しながら外に出さないというようなことを考えていくような政策が僕は一番ではないのかな

と思うのです。ですから、今おっしゃったチャレンジショップのお店の内装を変えるだとかな

んとか、そういうことよりももっと根本的なところでいかに外にお客さんを出さないかという

ようなことを打ち立てていく方がいいのかなというふうに感じるのですけれども、もう最後に

します。その点についてご見解をお聞かせ願いたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 今のなのですが、確かに購買力の流出を防ぐというのは、これはどこ

のまちでも取り組んで、成功したら本当にノーベル賞物ぐらいのものなのです。それよりもっ

と厳しいかもしれない。ただ、今商工会でなぜ、うちから事務局長が行きましたけれども、要

するに購買力の流出を前提としてチャレンジショップをやっているわけです。ですから、購買

力の流出というのは商店街にいかに来ていただくかということで、そのために空き店舗をただ

埋めればいいということではなく、いかに興味がある、要するに楽しく商店街を行き来、往来

してもらうかということなのです。そのヒントは、要するに町内の空き店舗を使って高齢者の

方が100人も何か集まる場所ありますよね、時々あちこちに。そういうことを一つねらいにして、

やっぱり魅力ある事業をやれば当然集まるのではないかと。ですから、商工会もこの問題で30

年以上悩んでいると思います、商工会自体。ですから、それをうちから行った職員が投げかけ

て原点から今出発しているということをまずご理解いただきたいとと思います。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） ７番、西田祐子委員。 

〇７番（西田祐子君） やはり225ページのこのチャレンジショップのことでちょっとお伺いし

てみたかったのですけれども、ここのチャレンジショップはこのまま昨年度使った店舗をその

まま利用するのか、それともまた別な場所を考えていらっしゃるのか。何か先ほどの答弁で、

別なところも考えているようなふうにちょっと聞こえたのですけれども、私なんかは一つの考

え方として商工会の隣、あきありますよね、観光協会が入っていた場所。ああいうところなん

かも考えてみるのもいいのではないかなと思っているのですけれども、その辺はチャレンジシ

ョップという考え方の一つの中に白老のまちらしいやっぱり品ぞろえというのも考えていらっ

しゃるみたいなので、その辺の考え方をお聞かせください。 

 それと、229ページの生活産業事業化研究事業というのが150万円計上されているのですけれ

ども、済みません。これどういう内容なのか教えていただきたいと思います。 

〇委員長（及川 保君） 三戸産業経済課長。 

〇産業経済課長（三戸功二君）  18年度におけるチャレンジショップの展開場所のご質問でご

ざいますけれども、一つは先ほども申し上げましたけれども、17年度で行った場所は若干ちょ

っと狭い部分があるのかなと。今後充実してやっていく部分でいけば、若干もう少し広いとこ

ろが必要なのかなというふうに考えておりまして、具体的にはまだこれからのあれになります

けれども、場所は恐らく変わるだろうというふうに考えております。 

 その中で、一つ観光協会の入っていたところというのは経済センターのところかなというふ
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うに思いますけれども、私どもはやはり今のあそこの大町商店街、あの沿道の部分のにぎわい

空間ということも一つ考えておりますので、まして空き店舗対策という部分もあるものですか

ら、そういう部分でいけばこの観光協会が入っていた跡をその展開場所とする考え方は持って

ございません。 

 それと、生活産業の関係ですが、これにつきましては17年度、18年度２カ年事業で登別、白

老、それと北海道も加わっていただいてこの生活産業事業化推進協議会というものを実はつく

ってございまして、これは何かといいますと白老にしても登別にしても、これはちょっと観光

に特化しての考え方をとりあえずしているのですが、いろんな資源、素材があるでしょうと。

そういうものをいろいろネットワークして、これからの観光の、観光客の動向のあり方が従来

の団体客から個人客、そういうところに移り変わってきているという現状もありますから、い

わゆるそういう人方への情報提供なのです。これをいわゆる観光コンシェルジュという、この

コンシェルジュという言葉は委員もおわかりかと思いますけれども、一般的にはホテルにそう

いうデスクがあって、そこへ行けば例えばまちの中でおいしいお魚屋はどこですかとか、ある

いはいろんな聞き方はあると思いますけれども、そういうお客様の求めることに対して的確に

情報提供していただけるという、そういうようなコンシェルジュ、簡単に言えばそういうこと

なのです。この地域をご案内するコンシェルジュセンターというものを立ち上げるような、そ

ういう可能性調査ということでやっているのがこの事業でございます。 

 これは、今観光に特化してのことでございますけれども、そのためにいろいろこの２年間の

中で実際にモニターツアーをやってみたりとか、あるいはそういう事業を立ち上げる上でどう

いう経営的な隘路があるのか、その辺のシミュレーションをしたりとか、そういうものを登別、

白老、そして北海道、この協議会の中にはそれぞれ各地域のそれぞれ関係の人方が構成員とな

って、そして入っていただいておりますけれども、そういう構成員の皆さんの中でいろんな知

恵を絞ったり、現実に例えば白老の資源の調査なんかも実際に汗を流しながら調べたりとか、

そんなことをやっている事業でございまして、最終目標は今申し上げたような、そういう新た

な事業として立ち上げていけるための、そのための前段のいろんな調査研究を行っていると、

そういうことでございます。 

〇委員長（及川 保君） 18番、加藤正恭委員。 

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤ですが、時間もせっぱ詰まって、余り長くしゃべりません

が、観光対策費の中でポロト観光の位置づけというものをどういうふうに考えるか。当然今イ

オル構想が十分固まってきていない段階でどういうふうになるのかなと、非常に不安を持って

おるのですが、聞くところによると財団が現在の商組の跡を買って１年か２年ですか。賃貸で

あそこで営業をすると。その間にイオル構想というものがある程度固まってくるのかなと。そ

うしたら、そういうふうになるのかも……どういうふうになるのかわかりませんが、現在のお

土産店の位置、位置というか、あり方といいますか、そういうことはイオル構想の中にはのっ

ていないわけです。ですから、やはりあの中にもアイヌ民族の方々も売店を出しておられる方

も何人かありますし、そういうことを含めて観光地であれば規模にもよりますけれども、いろ
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いろなお土産店があるというのは、これは欠かせない条件ではないかと思うのですけれども、

現在の段階では今すぐというわけにはいかないのでしょうけれども、どういうことを構想の中

に現段階で考えておられるか伺いたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） まず、商協、民芸会館とポロトの関係でございます。財団が激減して

おります。まず、その原因をきちっと分析しなければならないのですが、大筋ではできており

ます。一つは、商業施設の中を通って文化施設の中に入ると。我々の頭の中で完全に分離して

おりますが、観光客、さらには財団の訪問客については分離できていないということなのです。

ただ入場料を払っていると、それで入ってきているという一つのまず問題があります。 

 それと、平成６年、７年に87万人入りました。１日に１万人入ったこともあります。本当に

新宿の東口とかを歩いたら、こんな感じだったらしいのです。その逆に反動が来たと。要する

に当時最高人が入っていたときに流れ作業をやったのです。そうなると、修学旅行が大半を占

めておりますので、学校がどう思うかといったら、学習効果としていささか問題があると。そ

れと、文化施設に入る前に商業施設に入る。その辺も一部では強引な客引きといいますか、そ

ういうものもあると。そういう部分でいろいろ苦情も来た。要するにその悪循環が結局今を招

いたということなのです。では、しからばこれから何をしなければいけないかといったら、少

なくとも商業施設と文化施設を完全分離しましょうと。そして、イオルによって博物館の中も

文化にこだわって徹底した要するに文化の事業をしましょうと。そして、忠実に再現しましょ

うというのがまず一つです。 

 そして、もう一つは、文化施設と商業施設の分離ですから、例えばこれはまだ決まっていま

せんので、旧国道ありますよね。ずっと踏切渡って真っすぐ行ってポロトのおふろへ行きます。

あそこから要するに東側については、すべて文化施設にすると。例えばそのときに、ですから

今の民芸会館も文化施設にしますと。そして、そこにはきちっと遮断緑地、高木を植えて、そ

の道路を１本挟んでその向かいあたりに商業施設を移転したいと。移転の構想はあります。た

だ、この移転に際しましては、今あそこは協同組合でやっています。協同組合さんが自分たち

の力でやってくださいというお話をしております。今みたいに隣同士６軒も７軒も、当時だっ

たら50軒ですか。50軒が同じものを売っていたのですけれども、それについては我々としては

保障できませんねと。要するに１店舗か、もしくは２店舗ぐらいでやってくださいと。隣同士

同じようなものを売るようなことはしないで、要するに合同店舗みたいにするのですか。今ま

では区切って皆さんと競争をやっていたのですが、今の財団に入っている23万人ですか。23万

人で今のあそこの商協を営業できるほどの入り込みはありません。ですから、せいぜい10店舗

以下、当初は70店舗もあったというのですけれども、10店舗以下でやっと対応できるのかなと、

売り上げからいって。１店舗当たりが大体500万円を切るような状況ですから、そこに人件費を

払って仕入れを払ったら何も残らないのです。ただ、やめたいのですけれども、では次に何を

やるのだというような状況なのです。ですから、我々も本当に支援しなければならないのです

が、まずみずからどんな努力をするのかというのと、どんなことを考えているのかということ
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をきちっと見きわめてからでないと支援ということにはならないかなと。要するにイオルを整

備したからといって、すぐ40万になるわけではないです。これは、財団を含めて、観光協会も

含めて、本当に死に物狂いの努力、営業努力をしないとまず無理です。そして、来た人たちに

対して財団から皆さんがきちっとおもてなしの心を持って、私たちの文化を理解してください

というような、そういうホスピタリティー精神というのですか。そこまで徹底しないと、再生

という部分では無理でしょう。ですから、時間はかかりますけれども、今はあそこの民芸会館

の中をきちっと整備して、そして民芸会館の中でアイヌ民族文化の一定のイメージを持ってい

ただいて、チセに行ったら本物の伝統芸能なり工芸、手芸を見せるというイメージで見ていた

だければ大体わかるのかなと思っています。 

〇委員長（及川 保君） 18番、加藤正恭委員。 

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤ですが、文化的なものと、それから観光というものとをド

ッキングするというのは非常に難しい問題だろうと思うのです。歴史のあるところは、ほとん

どこういう一つの歴史的なものがあれば、そこへ行く通りはほとんど商店街、お店屋さんが雑

然とかなんとかは別にして、必ずあるのです。どこへ行ってもそうです。ですから、今までポ

ロトのそういうお店屋さんの売店の人たちの評判、いろんなことも我々は聞いておるし、必ず

しも評判が悪いから、観光客が21万人減ったとかということには私はならないと思うのです。

いろんな旭川の動物園だとか、きょうの新聞にも出ていましたけれども、知床がああいうふう

に指定されたと。そういうことが北海道、登別も洞爺も全般に減っているという原因の一つだ

ろうと、こういうことを言っているのですが、ただ商店街というのは僕はどうしてもあの場所

に必要だと思うのです、将来は。もちろんその方々の努力にもよります。ですから、十分そう

いうことは必要だと思うのだけれども、排除をしないでイオル構想の中にどのようにそういう

商店街というか売店の方々を溶け込ませるかという考え方もこれは一つ考えてあげてほしいと

僕は思う。別に頼まれたわけではないのですが、そういうことも必要だと思う。観光客がやっ

ぱり行って何か一つ買いたいといってもお店がないということは、これはほとんど考えられな

いわけですから、その場所がいいか悪いかは別な問題なのですが、そういうふうに余り突き放

さないで、片一方はおまえたちは商売、金もうけでないかというような感覚ではなくて、観光

客も楽しむというような空気をつくれば、必ずしも今までのようなことにはならないと思うの

ですけれども、もう少し接点を、担当課でそういう方々との接点を今後検討していただきたい

と私は考えるのですけれども、そのあたりはいかがでございましょうか。 

〇委員長（及川  保君） 飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 決して突き放す気持ちはありません。それで、ただ、今加藤委員言う

ように知床が遺産になった、旭山動物園ができた、もう20年ぐらいそういう加藤委員言ったよ

うにきているのです、理由を探して。だから、だめなのだと。だから、どんどん減ってくるの

です。ここで今しようがないなと、私がしようがないなと言った場合、しようがないで終わっ

てしまうのです。ですから、観光協会にしても全体事業費6,000万円、7,000万円です。しよう

がないなで終わる話ではないのです、我々にとっては。だから、本当に厳し過ぎるのではない
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かと思われるかもしれませんが、厳しくしなければならないのです。 

 それと、商業施設は決して放しているわけではない。ただ、確かに清水寺へ入ったらありま

す。あそことはまた違うのです。ですから、まず財団にきちっと40万、50万の人を入れたら、

40万、50万の人が流れて500円でも1,000円でも買うのです。50万人の１人500円ずつ、1,000円

ずつの買い物か、20万の500円、1,000円の買い物かということになるのです。ですから、多け

れば多いほど商業施設は入る確率も高いし、売れる要素も来ると。ですから、まずあそこに人

を入れるということなのです。人を入れるということは、文化的にきちっと忠実に、ここが北

海道で唯一のアイヌ民族文化を忠実に守っている文化施設ですよと。そして、体験もできます。

長くいようと思ったら、１週間でも10日でも勉強できますという施設にしないと、ほかとの完

全なやっぱり差別化、よそではムックリとギターを弾いているところもあります。あり得ない

ですよね。だけれども、それは白老のアイヌ民族博物館では一切しませんと。要するに白老の

ポロトがアイヌ民族文化をきちっと忠実に守っていくということがきちっと伝われば、私は入

り込みはまだまだふえていくのではないかなと、逆に。あとは戦略だと思っています。 

 以上です。 

〇委員長（及川 保君） 18番、加藤正恭委員。 

〇18番（加藤正恭君） 加藤でございますが、ポロトが悪いからどうのこうのではなくて、登

別温泉も洞爺も全般に減ったという記事なのです。ですから、その影響があるだろうというこ

とで、しようがないなではなくて、そういう傾向に去年あたりはあったと、こういうことを言

っているわけです。ですから、それはポロトだけで努力したって、これはなかなか来るわけで

はない。ただ、いろいろ聞きますとエージェントが微妙にいろんな問題に絡んでいるのです。

どうしてもそのお店へ連れていくよと、リベートをよこせと。そんなにもうからないのだから

リベートは出せないとお断りすれば、そこへ連れてこないと、そういう商売も結構あるのです。

あれはよくないのです。エージェントがああいうふうに持ってくる。それがすべての旅行代に

全部組み込まれて低料金の一つの作戦としてやっているというふうにも聞いています。ですか

ら、エージェントにしてみれば当然そういうことも大いにもらうものをもらって、できるだけ

お客さんを呼ぶための旅費を安くするという努力はわかるのだけれども、それを出せるか出せ

ないかによってお客さんが来たり来なかったりと、こういうこともあるやに聞いているのです。

ですから、そういうこともないがしろにできません。ですから、その点もエージェントなんか

は、エージェントが全部悪いとは言いませんけれども、そういう面がある。そのためにお店屋

さんに来ないと、皆さん困っているというふうな話を聞いているわけです。 

彼らのことも考えてやるのも

イオル構想の中の一環でもあると思うものですから、そのあたりも十分検討して対策を考えて

やっていただきたいと思うのですけれども、もう一度お聞きしたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 当然イオルを整備するに当たっては、加藤委員言うように、例えばお

土産を求めたり、商業施設には当然必要でございます。ジュースを飲んだり、アイスクリーム
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とかありますので、そういう部分では考えております。要するに文化施設の中に、例えばプラ

スチックでつくった何か今風の人形、アイヌ民族に関係ない人形を売ったり、そういうことは

文化施設の中ではできませんよと。要するに一定のエリアを設けて、そこからは文化的なもの

は全部排除しますと。ですから、一番わかりやすく言うとアイヌ民族博物館の事務所あります

よね。あれも取り壊してしまうのです。モルタルの建物を隠すか、モルタルを蚊帳で隠すか壊

すかどっちかなのです。徹底してそれだけこだわるということなのです。 

 それと、何回もその辺はぶつかるのですが、エージェントのキックバックというのは、これ

は当たり前なのです。キックバックを払って、初めて数をこなして利益をとるということなの

です。これは、どこでもやっている話でございまして、それが大きな原因ではないです。例え

ば登別は160万人ぐらいですか、入っています。ここは22万人なのです。通過型といえど目の前

をやっぱり通り過ぎているのです。大滝村の名水亭が40万人です、宿泊。うちはその半分です。

ですから、いろんな戦略があるのです。いいもの、忠実におもてなしの心をきちっとやればふ

えるはずなのです。やっぱり強いものは私は持っていると思っています。 

 以上です。 

          〔「ちょっと暫時休憩してください」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川 保君） 暫時休憩します。 

          休憩 午後 ５時０２分 

                                           

          再開 午後 ５時０５分 

〇委員長（及川  保君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                           

    ◎発言の取り消し 

〇委員長（及川  保君） ただいま加藤正恭委員の方 

発言は不穏当と認めますので、発言の取り消しを命じます。後刻記

録を調査して措置することといたします。よろしいですね。 

〇18番（加藤正恭君） はい、結構です。 

                                           

    ◎議案第９号 平成１８年度白老町一般会計予算の続行 

〇委員長（及川  保君） ほかありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                           

    ◎散会の宣告 

〇委員長（及川  保君） お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ散会したいと思います。これにご異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） ご異議なしと認めます。 
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 よって、本日はこれをもって散会することに決定いたしました。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 なお、あさって22日午前10時より委員会を開催いたしますので、ご承知願います。 

（午後 ５時０６分） 

 

 


